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AWS Organizations の機能

AWS Organizations の概要
AWS Organizations は、ユーザーが作成して一元管理する組織に、複数の AWS アカウント を統合するた
めのアカウント (p. 6)管理サービスです。AWS Organizations には、お客様のビジネスの予算、セキュ
リティ、コンプライアンスのニーズをより適切に満たす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。組織の管理者は、組織内にアカウントを作成したり、既存の
アカウントを組織に招待して参加させることができます。

このユーザーガイドでは、AWS Organizations の主要な概念を定義して、チュートリアルを提供し、組織
を作成して管理する方法について説明します。

トピック
• AWS Organizations の機能 (p. 1)
• AWS Organizations の料金 (p. 3)
• AWS Organizations へのアクセス (p. 3)
• AWS Organizations のサポートとフィードバック (p. 4)

AWS Organizations の機能
AWS Organizations には以下の機能があります。

すべての AWS アカウント を一元管理

既存のアカウントを組織に結合して、アカウントを一元管理することができます。自動的に組織の一
部であるアカウントを作成し、他のアカウントを組織に招待することができます。アカウントの一部
または全部に影響するポリシーをアタッチすることもできます。

すべてのメンバーアカウントの一括請求

一括請求は AWS Organizations の機能です。組織の管理アカウントを使用して、すべてのメンバーア
カウントを統合して支払うことができます。一括請求 (コンソリデーティッドビリング) を行う場合、
管理アカウントは、組織のメンバーアカウントの請求情報、アカウント情報、アカウントアクティビ
ティにアクセスできます。この情報は、Cost Explorer などのサービスに使用され、管理アカウントが
組織のコストパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

予算、セキュリティ、コンプライアンスのニーズを満たすアカウントの階層的なグループ化

アカウントを組織単位 (OU) にグループ化し、各 OU に異なるアクセスポリシーをアタッチすること
ができます。たとえば、特定の規制要件を満たす AWS サービスにのみアクセスする必要があるアカ
ウントがある場合、それらのアカウントを 1 つの OU に入れることができます。その後、それらの規
制要件を満たさないサービスへのアクセスをブロックする OU にポリシーをアタッチすることができ
ます。OU は、他の OU 内に 5 レベルまでネストできるため、アカウントグループを柔軟に構成でき
ます。

各アカウントがアクセスできる AWS サービスと API アクションのコントロールを一元化するポリシー

組織の管理アカウントの管理者は、サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、組織内のメン
バーアカウントに対するアクセス許可の上限を指定できます。SCP を使用すると、各メンバーアカ
ウントのユーザーとロールがどの AWS サービスリソースおよび個々の API アクションにアクセスで
きるかを制限することができます。また、AWS のサービス、リソースおよび API アクションへのア
クセスをいつ制限するかの条件も定義できます。これらの制限は、組織内のメンバーアカウントの管
理者よりも優先されます。AWS Organizations がメンバーアカウントのサービス、リソース、または 
API アクションへのアクセスをブロックすると、そのアカウントのユーザーまたはロールはアクセス

1

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_tutorials.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_org.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_org.html
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できません。このブロックは、メンバーアカウントの管理者が IAM ポリシーで明示的にそのようなア
クセス許可を付与した場合でも有効なままです。

詳細については、「サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113)」を参照してください。
組織のアカウントのリソース間でタグを標準化するポリシー

タグポリシーを使用して、タグキーおよびタグ値の大文字と小文字の処理方法の設定など、一貫した
タグを維持できます。

詳細については、タグポリシー (p. 200) を参照してください。
AWS 人工知能 (AI) および機械学習サービスによるデータの収集と保存の方法をコントロールするポリ
シー

AI サービスのオプトアウトポリシーを使用して、使用しない AWS AI サービスでのデータの収集と保
存をオプトアウトできます。

詳細については、AI サービスのオプトアウトポリシー (p. 151) を参照してください。
組織のアカウントのリソースに対して自動バックアップを設定するポリシー

バックアップポリシーを使用して、組織のアカウント全体のリソースに対する AWS Backup プランを
設定し、自動的に適用できます。

詳細については、バックアップポリシー (p. 166) を参照してください。
AWS Identity and Access Management (IAM) の統合とサポート

IAM により、個々のアカウントのユーザーとロールのきめ細かなコントロールが可能になりま
す。AWS Organizations は、アカウントまたはアカウントのグループのユーザーとロールによって実
行可能なことをコントロールできるようにすることで、きめ細かなコントロールをアカウントレベル
に展開します。実際に付与されるアクセス許可は、AWS Organizations によるアカウントレベルの許
可と、そのアカウント内のユーザーまたはロールレベルで IAM によって明示的に付与されるアクセス
許可との論理的な共通部分です。つまり、ユーザーは AWS Organizations ポリシーと IAM ポリシー
の両方で許可されているものだけにアクセスできます。どちらかがオペレーションをブロックする
と、ユーザーはそのオペレーションにアクセスできません。

他の AWS サービスとの統合

選択した AWS サービスで、AWS Organizations で利用できるマルチアカウント管理サービスを利用
して、組織のメンバーであるすべてのアカウントでタスクを実行できます。サービスのリストおよび
組織全体のレベルにおける各サービスを利用する利点については、「AWS Organizations で使用でき
る AWS のサービス (p. 242)」を参照してください。

組織のメンバーアカウントで自動的にタスクを実行するために AWS サービスを有効にすると、AWS 
Organizations はそのサービス用のサービスにリンクされた IAM ロールを各メンバーアカウントに作
成します。このサービスにリンクされたロールには、組織およびそのアカウントで特定のタスクを実
行することをもう一方の AWS サービスに許可する IAM 許可が事前定義されています。これを機能
させるため、組織内のすべてのアカウントにサービスにリンクされたロールが自動的に割り当てられ
ます。このロールにより、信頼されたアクセスを有効にする AWS サービスに必要な、サービスにリ
ンクされたロールが、AWS Organizations サービスで作成可能になります。サービスにリンクされた
ロールでこのように追加で作成されるものには IAM 許可ポリシーがアタッチされるため、指定された
サービスは、設定によって実行が必須とされるタスクだけを実行できるようになります。詳細につい
ては、「AWS Organizations を他のAWSサービスと併用する (p. 238)」を参照してください。

グローバルアクセス

AWS Organizations は、どの AWS リージョン でも使用できる単一のエンドポイントを持つグローバ
ルサービスです。オペレーションを行うリージョンを明示的に選択する必要はありません。

結果的に整合性があるデータのレプリケーション

AWS Organizations には、他の多くの AWS のサービスと同様、結果整合性があります。AWS 
Organizations は、リージョン内の AWS のデータセンター内の複数のサーバーにデータを複製するこ
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とにより、高可用性を実現します。何らかのデータの変更リクエストが成功すると、変更はコミット
され、安全な場所に保管されます。ただし、変更は複数のサーバー間でレプリケートされる必要があ
ります。詳細については、「変更がすぐに表示されない (p. 368)」を参照してください。

使用料無料

AWS Organizations は追加料金なしで提供される AWS アカウント の機能です。組織のアカウントか
ら他の AWS サービスにアクセスした場合にのみ課金されます。他の AWS 製品の料金について詳し
くは、Amazon Web Services の料金ページを参照してください。

AWS Organizations の料金
AWS Organizations は、追加料金なしで提供されます。メンバーアカウントのユーザーとロールが使用
する AWS リソースに対してのみ課金されます。例えば、メンバーアカウントのユーザーまたはロール
が使用する Amazon EC2 インスタンスの標準料金が請求されます。他の AWS サービスの料金について
は、AWS の料金を参照してください。

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

AWS Management Console

AWS Organizations コンソールは、組織と AWS リソースを管理するために使用できるブラウザベー
スのインターフェイスです。コンソールを使用して、組織内の任意のタスクを実行できます。

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、AWS 
Organizations 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、コンソールよりも
高速かつ便利になります。コマンドラインツールは、AWS のタスクを実行するスクリプトを作成する
場合に便利です。

AWS には、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 Command Line Interface (AWS CLI)。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。
• AWS Tools for Windows PowerShell。Tools for Windows PowerShell のインストールおよび使用の

方法については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドを参照してください。
AWS SDK

AWS SDK 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、Python、Ruby、.NET、iOS、Android など) のライブラリとサンプルコードで構成されていま
す。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を
処理します。AWS SDK のダウンロードおよびインストール方法の詳細については、「Amazon Web 
Services 用ツール」を参照してください。

AWS Organizations HTTPS クエリ API

AWS Organizations HTTPS クエリ API を使用すると、AWS Organizations および AWS にプログラム
でアクセスできます。HTTPS クエリ API を使用すると、HTTPS リクエストを直接サービスに発行で
きます。HTTPS API を使用する場合は、認証情報を使用してリクエストにデジタル署名するコードを
含める必要があります。詳細については、HTTP クエリリクエストを作成して API を呼び出す、およ
び AWS Organizations API リファレンスを参照してください。
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AWS Organizations のサポートとフィードバック
ご意見をお待ちしております。feedback-awsorganizations@amazon.com にコメントを送信することがで
きます。また、AWS Organizations サポートフォーラムにフィードバックと質問を掲載することができま
す。AWS Support フォーラムの詳細については、「フォーラムヘルプ」を参照してください。

その他の AWS リソース

• AWS トレーニングおよびコース - AWS に関するスキルを磨き、実践的経験を積むために役立つ、職務
別の特別コースとセルフペースラボへのリンクです。

• AWS デベロッパーツール - AWS を使用して革新的なアプリケーションを構築する際に役立つ、ドキュ
メント、サンプルコード、リリースノート、その他の情報を提供するデベロッパーツールとリソースへ
のリンクです。

• AWS Support Center – AWS のサポートケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor などの便利なリソースへのリン
クも含まれています。

• AWS Support - 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルである AWS Support に関する情報のメイ
ンウェブページです。クラウド上のアプリケーションの構築および実行に関するサポートを受けること
ができます。

• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。

• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、その他のトピックに関する詳細情報。
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AWS Organizations の開始方法
次のトピックでは、AWS Organizations の学習と使用の開始に役立つ情報を提供します。

詳細 ...
AWS Organizations の用語と概念 (p. 5)

AWS Organizations を理解するために必要な用語と基本概念について説明します。このセクションで
は、アカウントのユーザーが実行できることを新しいレベルで管理できるように、組織の各コンポー
ネントとそれらが連携する方法の基本情報を説明します。

組織の一括請求

AWS Organizations の主な機能の 1 つは、組織内のすべてのアカウントの請求の統合です。組織内で
請求が処理される方法、および複数のアカウントで共有されるときの割引方法についての詳細を説明
します。詳しくは、AWS Billing ユーザーガイドを参照してください。

AWS Organizations の用語と概念
このトピックでは、AWS Organizations の使用開始に役立ついくつかの重要な概念について説明します。

次の図は、基本的な組織を示しています。この組織は、5 つのアカウントで構成されており、そのアカウ
ントは、ルートを親として、4 つの組織単位 (OU) に分類されています。この組織には、複数のポリシーが
あり、OU の一部、またはアカウントに直接アタッチされています。これらの各項目の詳細については、
このトピックの定義を参照してください。
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組織

1 つの単位として管理できるように、AWS アカウントを (p. 6) 統合するために作成するエンティ
ティ。AWS Organizations コンソールを使用して、組織内のすべてのアカウントを一元的に表示およ
び管理できます。組織には、1 つの管理アカウントと、ゼロ以上のメンバーアカウントを含みます。
最上部が ルート (p. 6)の階層ツリーを模擬した構造のアカウントや、ルート下に作られた組織単
位 (p. 6)を整理できます。各アカウントは、ルートに直接含めるか、階層内の OU のいずれかに配
置することができます。組織には、有効にする機能セット (p. 7)によって決定された機能を含みま
す。

ルート

組織のすべてのアカウントが設定された親コンテナ ポリシーをルートに適用する場合は、組織内のす
べての組織単位 (OU) (p. 6) とアカウント (p. 6)に適用されます。

Note

現在、ルートは 1 つのみ持つことができます。組織の作成時に、AWS Organizations によっ
て自動的に作成されます。

組織単位 (OU)

ルート (p. 6)内のアカウント (p. 6)のコンテナです。また、OU は他の OU に含めることもで
き、上下反転したツリーのような階層を作成できます。最上部にはルートがあり、下に向かって OU 
の枝が広がり、先端にはツリーの葉であるアカウントがあります。階層内のノードのいずれかにポ
リシーをアタッチすると、その配下にあるすべての枝 (OU) や葉 (アカウント) に適用されます。OU 
は、厳密に親を 1 つ持つことができ、現在、各アカウントを厳密に 1 つの OU のメンバーにすること
ができます。

アカウント

Organizations のアカウントは標準の AWS アカウント で、AWS リソースと、それらのリソースにア
クセスできる ID を含みます。

Tip

AWS アカウントは、ユーザーアカウントと同じものではありません。AWS ユー
ザーは、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して作成する ID で、長期の認
証情報を持つ IAM ユーザーか、短期の認証情報を持つ IAM ロールのどちらかの形態をとりま
す。1 つの AWS アカウントには複数のユーザーとロールを含めることができ、実際にそのよ
うに使用されるのが一般的です。

組織は 2 種類のアカウントで構成されます。一つは管理アカウントとして指定された単一のアカウン
ト、もう一つは 1 つ以上のメンバーアカウントです。
• 管理アカウントは、組織を作成するために使用するアカウントです。組織の管理アカウントから、

以下のことができます。
• 組織にアカウントを作成する
• 組織に他の既存のアカウントを招待する
• 組織からアカウントを削除する
• 招待を管理する
• 組織内のエンティティ (ルート、OU、またはアカウント) にポリシーを適用する
• サポートされている AWS サービスとの統合を有効にすると、組織内のすべてのアカウントに

サービスの機能が提供されます。

管理アカウントには、支払いアカウントだけでなく、メンバーアカウントによって発生したすべて
の料金を支払う責任があります。組織の管理アカウントを変更することはできません。

• 組織内の残りのアカウントは、すべてメンバーアカウントです。 アカウントが 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。1 つのアカウントにポリシーをアタッチして、そのア
カウントのみ制御することができます。
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招待

別のアカウント (p. 6)を組織 (p. 6)に招待するプロセスです。招待は、組織の管理アカウント
によってのみ発行できます。招待は、招待されるアカウントに関連付けられたアカウント ID または E 
メールアドレスに送られます。招待済みのアカウントによって招待が承認されると、そのアカウント
が、組織のメンバーアカウントになります。一括請求 (p. 7)機能のみのサポートから、組織のすべ
ての機能 (p. 7)のサポートへの変更にすべてのメンバーが承認する必要が出てきた場合に、現在の
すべてのメンバーアカウントに招待を送信することもできます。招待は、ハンドシェイク (p. 7)を
交換するアカウントによって行われます。AWS Organizations コンソールで作業している場合、ハン
ドシェイクが表示されないことがあります。ただし、AWS CLI または AWS Organizations API を使用
する場合は、ハンドシェイクを直接操作する必要があります。

ハンドシェイク

二者間で情報を交換する複数ステップのプロセスです。AWS Organizations の主な用途の 1 つ
は、invitations (p. 7) の基盤実装として提供することです。ハンドシェイクメッセージは、ハン
ドシェイクの開始者と受信者の間で受け渡しと応答が行われます。メッセージは、両方の当事者が
現在のステータスを確実に把握できる方法で受け渡しされます。また、ハンドシェイクは、一括請
求 (p. 7)機能のみのサポートから、 で提供される (p. 7)すべての機能AWS Organizationsのサ
ポートへ組織を変更する際にも使用されます。通常、ハンドシェイクは、AWS Organizations API ま
たは AWS CLI などのコマンドラインツールを使用する場合にのみ、直接交換する必要があります。

利用可能な機能セット
•

すべての機能 – AWS Organizations で利用できるデフォルトの機能セットです。一括請求のすべて
の機能だけでなく、高度な機能を使用して、組織のアカウントを詳細に制御できます。例えば、す
べての機能が有効な場合、組織の管理アカウントは、メンバーアカウントで行えることを完全に制
御できます。管理アカウントでは、サービスやアクションを制限する SCP (p. 113) を適用し、ア
カウントのユーザー (ルートユーザーを含む) とロールがアクセスできるサービスおよびアクショ
ンを制限できます。管理アカウントは、メンバーアカウントが組織を離れるのを防ぐこともできま
す。また、サポートされている AWS サービスとの統合を有効にして、組織内のすべてのアカウン
トにサービスの機能を提供することもできます。

すべての機能を有効にして組織を作成するか、組織の設定を一括請求機能 (コンソリデーティッドビ
リング) のみのサポートからすべての機能のサポートに変更することができます。すべての機能を有
効にするには、招待済みのすべてのメンバーアカウントを使用して、管理アカウントでプロセスを
開始する際に送信される招待を承認し、変更を承認する必要があります。

•
一括請求 (コンソリデーティッドビリング) — この機能セットは共有課金機能を提供します
が、AWS Organizations の高度な機能は含まれません。例えば、他の AWS サービスを組織と
統合してそのすべてのアカウントで機能するようにしたり、ポリシーを使用して異なるアカウ
ントのユーザーとロールが実行できることを制限したりすることはできません。高度な AWS 
Organizations 機能を使用するには、組織のすべての機能 (p. 7)を有効にする必要があります。

サービスコントロールポリシー (SCP)

ユーザーやロールが、SCP (p. 113) による影響を受けるアカウントで使用できるサービスやアク
ションを指定するポリシーです。アクセス許可が付与されない点を除き、SCP は IAM 許可ポリシー
と類似しています。代わりに、SCP は組織、組織単位 (OU) あるいはアカウントに最大アクセス権限
を指定します。SCP を組織の root あるいは OU にアタッチすると、SCP はメンバーアカウント内の
エントリのアクセス権限を制限します。

許可リストと拒否リスト

許可リストと拒否リストは、SCP (p. 113) を適用してアカウントで利用できるアクセス許可をフィ
ルタ処理するための補足的な戦略です。
•

許可リスト戦略 – 許可されるアクセスを明示的に指定します。その他のアクセス権限はすべて暗黙
的にブロックされます。デフォルトでは、AWS Organizations によって、FullAWSAccess と呼ば
れる AWS 管理ポリシーがすべてのルート、OU、アカウントにアタッチされます。そのため、組
織を構成する際は、設定しない限り一切ブロックされません。つまり、デフォルトではすべてのア
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クセス権限が許可されます。アクセス許可を制限する準備ができたら、FullAWSAccess ポリシー
を、より限定的かつ適切な一連のアクセス許可だけを使用できるポリシーに変更します。影響を受
けるアカウントのユーザーとロールは、IAM ポリシーではすべてのアクションが許可されている場
合でも、指定されたレベルのアクセスだけが可能になります。ルートのデフォルトポリシーを変更
する場合、組織内のアカウントはすべて、制限が適用されます。SCP は、アクセス許可を付与する
ことができず、フィルタ処理のみを行うため、階層の下位レベルで追加し直すことはできません。

•
拒否リスト戦略 – 許可されないアクセスを明示的に指定します。その他のアクセス権限はすべ
て有効になります。このシナリオでは、明示的にブロックされる場合を除き、すべてのアクセス
権限が有効です。これが AWS Organizations のデフォルトの動作です。デフォルトでは、AWS 
Organizations によって、FullAWSAccess と呼ばれる AWS 管理ポリシーがすべてのルー
ト、OU、アカウントにアタッチされます。そのため、どのアカウントでも、AWS Organizations 
の制限が適用されることなく、サービスやオペレーションにアクセスできます。上記の許可リスト
手法とは異なり、拒否リストを使用する場合は、デフォルトの FullAWSAccess ポリシー (「すべ
て」を許可する) をそのまま使用します。ただしその後、不要なサービスやアクションへのアクセス
を明示的に拒否する追加のポリシーをアタッチします。IAM 許可ポリシーの場合と同様、サービス
アクションの明示的拒否により、そのアクションに対するすべての許可は上書きされます。

人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシー

このタイプのポリシーは、AWS の AI サービスのオプトアウト設定を、組織内のアカウント全体で標
準化するのに役立ちます。AWS の特定の AI サービスは、処理したお客様のコンテンツを Amazon の 
AI サービスおよびテクノロジーの開発と継続的改善のために保存、使用することがあります。AWS 
のお客様は、AI サービスのオプトアウトポリシー (p. 151)を使用し、サービスの改善のためにコン
テンツが保存または使用されることをオプトアウトできます。

バックアップポリシー

このタイプのポリシーは、組織内のアカウント全体で、リソースのバックアップ戦略を標準化、
実装するのに役立ちます。リソースのバックアッププランの設定とデプロイは、バックアップポリ
シー (p. 166)で行うことができます。

タグポリシー

このタイプのポリシーは、組織のアカウント全体のリソース間でタグを標準化するのに役立ちま
す。タグポリシー (p. 200)では、特定のリソースのタグ付けルールを指定できます。
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チュートリアル: 組織の作成と設定

AWS Organizations のチュートリア
ル

このセクションのチュートリアルを使用して、AWS Organizations を使用するタスクの実行方法について
学びます。

チュートリアル: 組織の作成と設定 (p. 9)

組織の作成、最初のメンバーアカウントの招待、アカウントを含む OU 階層の作成、サービスコント
ロールポリシー (SCP) の適用に関する手順を実行します。

チュートリアル: Amazon CloudWatch を使用して、組織の重要な変更をモニタリングする  (p. 18)

組織内で指定したアクションが発生した場合に、E メール、SMS テキストメッセージ、またはログエ
ントリの形式でアラームをトリガーするように Amazon CloudWatch Events を設定し、組織での主要
な変更をモニタリングします。たとえば、多くの組織は、アカウントの作成日時や、アカウントが登
録解除された日時を必要としています。

チュートリアル: 組織の作成と設定
このチュートリアルでは、組織を作成し、2 つの AWS メンバーアカウントで組織を構成します。組織
のメンバーアカウントのいずれかを作成し、お客様の組織に参加する他のアカウントを招待します。次
に、許可リスト (p. 7)の手法を使用して、アカウント管理者が明示的にリストされたサービスとアクショ
ンだけを委任できるように指定します。これにより、管理者は、AWS が導入した新しいサービスが会社
内の他のユーザーによって使用される前に検証することができます。このように、AWS が新しいサービ
スを導入した場合、管理者が適切なポリシーの許可リストに追加するまでそのサービスは禁止されます。
また、このチュートリアルでは、拒否リスト (p. 8)を使用して、メンバーアカウントのユーザーが AWS 
CloudTrail が作成する監査ログの構成を変更できないようにする方法を示します。

次の図は、チュートリアルの主なステップを示しています。
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前提条件

ステップ 1: 組織を作成する (p. 11)

このステップでは、現在の AWS アカウント を管理アカウントとする組織を作成します。また、1 つ
の AWS アカウント を組織に参加させるように招待し、2 つ目のアカウントをメンバーアカウントと
して作成します。

ステップ 2: 組織単位を作成する  (p. 13)

次に、新しい組織に 2 つの組織単位 (OU) を作成し、それらの OU にメンバーアカウントを配置しま
す。

ステップ 3: サービスコントロールポリシーを作成する (p. 14)

サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) を使用して、メンバーアカウントのユーザーおよび
ロールに委任できるアクションを制限することができます。このステップでは、2 つの SCP を作成
し、それらを組織の OU にアタッチします。

ステップ 4: 組織のポリシーをテストする (p. 18)

各テストアカウントからユーザーとしてサインインし、SCP がアカウントに及ぼす影響を確認するこ
とができます。

このチュートリアルの手順は、AWS の請求書にコストが発生しません。AWS Organizations は無料サービ
スです。

前提条件
このチュートリアルでは、既存の 2 つの AWS アカウント (このチュートリアルの一部として 3 つ目のア
カウントを作成) にアクセスでき、管理者としてそれぞれにサインインできることを前提としています。

このチュートリアルでは、アカウントを次のように参照します。
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• 111111111111 － 組織を作成するために使用するアカウント。このアカウントが管理アカウントにな
ります。このアカウントの所有者には、E メールアドレス OrgAccount111@example.com がありま
す。

• 222222222222 － メンバーアカウントとして組織に参加するように招待されたアカウント。このアカ
ウントの所有者には、E メールアドレス member222@example.com があります。

• 333333333333 － 組織のメンバーとして作成するアカウント。このアカウントの所有者には、E メー
ルアドレス member333@example.com があります。

上記の値をテストアカウントに関連付けられた値に置き換えます。このチュートリアルでは、本番稼働用
アカウントを使用しないことをお勧めします。

ステップ 1: 組織を作成する
このステップでは、管理者としてアカウント 111111111111 にサインインし、そのアカウントを管理アカ
ウントとして組織を作成し、メンバーアカウントとして参加するように既存カウント 222222222222 を招
待します。

AWS Management Console

1. アカウント 111111111111 の管理者として AWS にサインインし、AWS Organizations コンソー
ルを開きます。

2. 概要ページで、[Create an organization] (組織を作成する) を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[Create an organization] (組織を作成する) を選択します。

Note

デフォルトでは、組織はすべての機能を有効にして作成されます。また、一括請求機
能 (p. 7)のみを有効にした組織を作成することもできます。

AWS によって組織が作成され、AWS アカウント ページが表示されます。別のページが表示され
ている場合は、左側のナビゲーションペインで AWS アカウント を選択します。

これまでに、ご利用のアカウントのメールアドレスが認証されたことがない場合は、管理アカウ
ントに関連付けられたアドレスに、検証用の E メールが AWS によって自動的に送信されます。
検証 E メールの受信には時間がかかる場合があります。

4. 24 時間以内に E メールアドレスを検証します。詳細については、「E メールアドレスの検
証 (p. 35)」を参照してください。

これで、メンバーだけのアカウントを持つ組織ができました。これは、組織の管理アカウントです

組織に参加するために既存のアカウントを招待する
現在組織がありますので、アカウントの入力を開始できます。このセクションのステップでは、参加する
既存のアカウントを組織のメンバーとして招待します。

AWS Management Console

参加する既存のアカウントを招待するには

1. AWS アカウントページに移動し、[Add an AWS アカウント] (AWS アカウント の追加) を選択し
ます。

2. 「AWS アカウント を追加」ページで、[既存の AWS アカウント を招待する] を選択します。
3. [Email address or account ID of an AWS アカウント to invite] (招待する AWS アカウント の E 

メールアドレスまたはアカウント ID) ボックスに、招待するアカウントの所有者の E メールアド
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レスを member222@example.com のように入力します。または、AWS アカウント ID 番号が判
明している場合は、お客様が代わりに入力できます。

4. [Message to include in the invitation email message] (招待 E メールのメッセージに含めるメッ
セージ) ボックスに、必要なテキストを入力します。このテキストに含まれているアカウントの所
有者に E メールが送信されます。

5. [招待の送信] を選択します。AWS Organizations は、アカウント所有者に招待を送信します。

Important

エラーがある場合、エラーメッセージを展開します。組織のアカウント制限を超過した
ことを示すエラーが発生した場合、または組織がまだ初期化中であるためアカウントを
追加できない場合は、組織を作成してから 1 時間後にもう一度試してください。それで
もエラーが解決しない場合は、AWS サポートまでお問い合わせください。

6. このチュートリアルでは、独自の招待を受け入れる必要があります。次のいずれかを実行して、
コンソールの [Invitations] ページに移動します。

• 管理アカウントから AWS より送信された E メールを開き、招待を受け入れるリンクを選択し
ます。サインインするように求められたら、招待されたメンバーアカウントの管理者としてロ
グインします。

• AWS Organizations コンソールを開き、[Invitations] (招待) ページに移動します。
7. AWS アカウント ページで、[Accept] (許可)、[Confirm] (確認) の順に選択します。

Tip

招待の送信が遅れることがあるため、招待を受信するまで待つ必要がある場合がありま
す。

8. メンバーアカウントからサインアウトし、管理アカウントの管理者ユーザーとして再度サインイ
ンします。

メンバーアカウントを作成する
このセクションの手順では、自動的に組織のメンバーとなる AWS アカウント を作成します。このチュー
トリアルでは、このアカウントを 333333333333 とします。

AWS Management Console

メンバーアカウントを作成するには

1. AWS Organizations コンソールの AWS アカウント ページで、[Add AWS アカウント] ( の追加) 
を選択します。

2. [Add an AWS アカウント] ( の追加) ページで、[Create an AWS アカウント] ( の作成) を選択しま
す。

3. [AWS アカウント name] (AWS アカウント 名) には、MainApp Account などのアカウント名を
入力します。

4. [Email address of the account's root user] (アカウントのルートユーザーの E メールアドレス) に
は、アカウントに代わって通信を受信する個人の E メールアドレスを入力します。この値は、グ
ローバルで一意であることが必要です。2 つのアカウントで同じ E メールアドレスを使用するこ
とはできません。たとえば、mainapp@example.com のようなものを使用できます。

5. [IAM role name] の場合は、このフィールドを空白のままにしてデフォルトのロール名
OrganizationAccountAccessRole を自動的に使用するか、独自の名前を付けることができ
ます。このロールを使用すると、管理アカウントで IAM ユーザーとしてサインインしたときに、
新しいメンバーアカウントにアクセスできます。このチュートリアルでは、ブランクのままにし
て、AWS Organizations にデフォルト名のロールを作成するよう指示します。

6. [Create]AWS アカウント (作成) を選択します。新しいアカウントが AWS アカウント ページに表
示されるのを確認するには、しばらく待ってからページを更新する必要があります。
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Important

組織のアカウント制限を超過したことを示すエラーが発生した場合、または組織がまだ
初期化中であるためアカウントを追加できない場合は、組織を作成してから 1 時間待つ
か、もう一度試してください。それでもエラーが解決しない場合は、AWS サポートまで
お問い合わせください。

ステップ 2: 組織単位を作成する
このセクションのステップでは、組織単位 (OU) を作成し、メンバーアカウントを配置します。完了する
と、階層は次の図のようになります。管理アカウントはルートのままになります。1 つのメンバーアカウ
ントは本稼働の OU に移動され、他のメンバーアカウントは本番稼働用の子である MainApp OU に移動さ
れます。

AWS Management Console

OU を作成して設定するには

Note

次の手順では、オブジェクト自体の名前またはオブジェクトの横にあるラジオボタンのいず
れかを選択するため、オブジェクトを操作します。

• オブジェクトの名前を選択すると、オブジェクトの詳細を表示する新しいページが開きま
す。
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• オブジェクトの横にあるラジオボタンをクリックすると、オプションメニューの選択な
ど、別のアクションによって処理されるオブジェクトが表示されます。

次のステップでは、ラジオボタンをクリックしてメニューを選択し、関連するオブジェクト
を処理します。

1. AWS Organizations コンソールで、AWS アカウント ページに移動します。
2. ルートコンテナの横にあるチェックボックス  をオンにします。
3. [Children] (子) タブで [Actions] (アクション) を選択し、[Organizational unit] (組織単位) で [Create 

new] (新規作成) を選択します。
4. [Create organizational unit in Root] (ルートでの組織単位の作成) ページで、[Organizational unit 

name] (組織単位名) に Production と入力し、[Create organizational unit] (組織単位の作成) を
選択します。

5. 新しいProduction OU の横にあるチェックボックス  をオンにします。
6. [Actions] (アクション) を選択し、[Organizational unit] (組織単位) で [Create new] (新規作成) を選

択します。
7. [Create organizational unit in Production] (本番環境での組織単位の作成) ページで、2 番目の OU 

の名前として MainApp を入力し、[Create organizational unit] (組織単位の作成) を選択します。

これで、メンバーアカウントをこれらの OU に移動できます。
8. AWS アカウントページに戻り、[Production OU] (運用 OOU) の横にある三角形  をクリックし

て、その下のツリーを展開します。

これにより、[MainApp] OU が [Production] の子として表示されます。
9. チェックボックス  をオンにし(名前ではない)、[Actions] (アクション) を選択してから、AWS 

アカウント の下の [Move] (移動) を選択します。
10. [Move AWS アカウント「member-account-name」] ( の「member-account-name」の移動) 

ページで、名前ではなくラジオボタン  をクリックしてから、[Move AWS アカウント] ( の移
動) を選択します。

11. チェックボックス  をオンにし(名前ではない)、[Actions] (アクション) を選択してから、[AWS 
アカウント] の下の [Move] (移動) を選択します。

12. [Move AWS アカウント 'member-account-name'] ( 「member-account-name」の移動) ダイア
ログボックスで、[Production] の横にある三角形でそのブランチを展開して [MainApp] を公開し
ます。

13. ラジオボタン [ ] をクリックしてから (名前ではない)、[AWS アカウント] で [AWS アカウント 
の移動] を選択します。

ステップ 3: サービスコントロールポリシーを作成す
る
このセクションのステップでは、3 つのサービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) を作成し、それ
らを root と OU にアタッチして、組織のアカウントのユーザーの実行範囲を制限します。最初の SCP 
は、メンバーアカウントのメンバーが、構成する AWS CloudTrail ログの作成または変更を禁止します。
管理アカウントは SCP の影響を受けません。したがって、CloudTrail SCP を適用した後、管理アカウン
トのログを作成する必要があります。
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組織のサービスコントロールポリシータイプを有効にする
いずれかのタイプのポリシーをルートまたはルート内の任意の OU にアタッチするには、その組織のポリ
シータイプを有効にする必要があります。ポリシータイプは、デフォルトでは有効になっていません。こ
のセクションのステップでは、組織のサービスコントロールポリシー (SCP) タイプを有効にする方法を示
します。

AWS Management Console

組織の SCP を有効にするには

1. ポリシー に移動し、[Service Control Policies] (サービスコントロールポリシー) を選択します。
2. サービスコントロールポリシー ページで、[Enable service control policies] (サービスコントロー

ルポリシーを有効にする) を選択します。

緑色のバナーが表示され、組織で SCP を作成できるようになりました。

SCP の作成
組織のサービスコントロールポリシーが有効になったので、このチュートリアルに必要な 3 つのポリシー
を作成できます。

AWS Management Console

CloudTrail 設定アクションをブロックする最初の SCP を作成するには

1. ポリシー に移動し、[Service Control Policies] (サービスコントロールポリシー) を選択します。
2. サービスコントロールポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

Note

サービスコントロールポリシーエディタは、現在、元のバージョンの AWS 
Organizations コンソールでのみ使用できます。編集が完了すると、コンソールの新しい
バージョンに自動的に戻ります。

3. [ポリシー名] に「Block CloudTrail Configuration Actions」と入力します。
4. [Policy] (ポリシー) セクションで、左側のサービスのリストで、CloudTrail を選択します。次

に、以下のアクションを選択します。[AddTags]、[CreateTrail]、[DeleteTrail]、[RemoveTags]、
[StartLogging]、[StopLogging]、[UpdateTrail]。

5. 引き続き左側のペインで、[Add resource] (リソースの追加) を選択し、[CloudTrail] および [All 
Resources] (すべてのリソース) を指定します。[リソースの追加] を選択します。

右側の更新ポリシーステートメントは次のようになります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1234567890123", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:AddTags", 
                "cloudtrail:CreateTrail", 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:RemoveTags", 
                "cloudtrail:StartLogging", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
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            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

6. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

2 番目のポリシーは、Production OU のユーザーとロールが使用できるすべてのサービスとアクション
の許可リスト (p. 7)を定義します。終了したら、本稼働の OU のユーザーはリストにあるサービスとアク
ションのみにアクセスすることができます。

AWS Management Console

Production OU の承認されたサービスを許可する第 2 のポリシーを作成するには

1. サービスコントロールポリシーページから、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
2. [ポリシー名] に「Allow List for All Approved Services」と入力します。
3. カーソルの右ペインの [ポリシー] セクションに合わせ、次のようにポリシーを貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1111111111111", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [  
                "ec2:*", 
                "elasticloadbalancing:*", 
                "codecommit:*", 
                "cloudtrail:*", 
                "codedeploy:*" 
              ], 
            "Resource": [ "*" ] 
        } 
    ]
}

4. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

最後のポリシーは、MainApp OU での使用がブロックされているサービスの拒否リスト (p. 8)を提供しま
す。このチュートリアルでは、MainApp OU にあるすべてのアカウントの Amazon DynamoDB へのアクセ
スをブロックします。

AWS Management Console

MainApp OU で使用できないサービスへのアクセスを拒否する 3 番目のポリシーを作成する
には

1. サービスコントロールポリシーページから、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
2. [ポリシー名] に「Deny List for MainApp Prohibited Services」と入力します。
3. 左側の [Policy] (ポリシー) セクションで、サービスに [Amazon DynamoDB] を選択します。アク

ションでは、[すべてのアクション] を選択します。
4. 引き続き左側のペインで、[Add resource](リソースの追加) を選択し、[DynamoDB] および [All 

Resources] (すべてのリソース) を指定します。[リソースの追加] を選択します。

右側の更新ポリシーステートメントは次のようになります。

16

https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/policies/service-control-policy
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/policies/service-control-policy


AWS Organizations ユーザーガイド
ステップ 3: サービスコントロールポリシーを作成する

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

5. [ポリシーの作成] を選択して SCP を保存します。

SCP を OU にアタッチする
これで SCP はルートに対して有効になったため、ルートおよび OU にアタッチすることができます。

AWS Management Console

root と OU にポリシーをアタッチするには

1. AWS アカウント ページに移動します。
2. AWS アカウントページで、[Root] (ラジオボタンではなく名前) を選択し、詳細ページに移動しま

す。
3. [Root] (ルート) の詳細ページで [Policies] (ポリシー) を選択してから、[Service Control Policies] 

(サービスコントロールポリシー) で [Attach] (アタッチ) を選択します
4. [Attach a service control policy] (サービスコントロールポリシーのアタッチ) ページで、SCP の横

にある Block CloudTrail Configuration Actions というラジオボタンをクリックし、
[Attach] (アタッチ) を選択します。このチュートリアルでは、サービスコントロールポリシーを
ルートにアタッチして、すべてのメンバーアカウントに影響を与え、CloudTrail の設定方法を誰
にも変更されないようにします。

[Root] (ルート) の詳細ページの [Policies] (ポリシー) タブで、2 つの SCP (アタッチした SCP と
デフォルトの FullAWSAccess SCP) がルートにアタッチされていることが確認できました。

5. AWS アカウントページに戻り、[Production OU] (ラジオボタンではなく名前) を選択して、詳細
ページに移動します。

6. [Production OU] の詳細ページで、[Policies] (ポリシー) タブを選択します。
7. [Service Control Policies] (サービスコントロールポリシー) で [Attach] (アタッチ) を選択します。
8. [Attach a service control policy] (サービスコントロールポリシーのアタッチ) ページで、Allow 

List for All Approved Services の横にあるラジオボタンをクリックしてから [Attach] (ア
タッチ) を選択します。これにより、Production OUのメンバーアカウントのユーザーまたはロー
ルが、承認されたサービスにアクセスできるようになります。

9. [ポリシー] タブを再度選択して、2 つの SCP が OU にアタッチされていることを確認します。先
ほどアタッチした SCPと、デフォルトの FullAWSAccess SCPです。ただし、FullAWSAccess
SCP はすべてのサービスとアクションを許可する許可リストでもあるため、承認されたサービス
のみが許可されるように、今はこの SCP をデタッチする必要があります。

10. Production OU からデフォルトのポリシーを削除するには、[FullAWSAccess] のラジオボタンを
クリックし、[Detach] (デタッチ) を選択してから、確認ダイアログボックスで [Detach policy] (ポ
リシーのデタッチ) を選択します。

このデフォルトポリシーを削除すると、Production OU のすべてのメンバーアカウントは、直前
のステップでアタッチした、許可リスト SCP にないすべてのアクションとサービスにすぐにアク
セスできなくなります。Allow List for All Approved Services SCP に含まれていないアクションを
使用するリクエストはすべて拒否されます。これは、アカウントの管理者が、メンバーアカウン
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トのいずれかのユーザーに IAM アクセス許可ポリシーをアタッチして別のサービスへのアクセス
を許可する場合にも当てはまります。

11. Deny List for MainApp Prohibited services という名前の SCP をアタッチし
て、MainApp OU 内のアカウントの誰も制限付きサービスを使用できないように制限できるよう
になりました。

これを行うには、AWS アカウントページに移動し、三角形のアイコンを選択して [Production 
OU] のブランチを展開してから、[MainApp] OU (ラジオボタンではなく名前) を選択して、その内
容に移動します。

12. MainApp の詳細ページで、[Policies] (ポリシー) タブを選択します。
13. [Service Control Policies] (サービスコントロールポリシー) で [Attach] (アタッチ) を選択し、使用

可能なポリシーのリストで、[Deny List for MainApp Prohibited Services] (MainApp で禁止された
サービスの拒否リスト) の横にあるラジオボタンをクリックしてから、[Attach policy] (ポリシーの
アタッチ) を選択します。

ステップ 4: 組織のポリシーをテストする
これで、メンバーアカウントのいずれかのユーザーでサインインし、さまざまな AWS アクションを実行
できるようになりました。

• 管理アカウントでユーザーとしてサインインすると、IAM アクセス許可ポリシーで許可されているオペ
レーションを実行することができます。SCP は、アカウントがどのルートまたは OU に属していても、
管理アカウントのユーザーまたはロールに影響を与えません。

• アカウント 222222222222 のユーザーとしてサインインする場合、許可リストで許可されているアク
ションを実行できます。AWS Organizations は、許可リストに含まれていないサービスでアクションを
実行しようとする試みを拒否します。また、AWS Organizations は、CloudTrail 設定アクションを実行
しようとする試みを拒否します。

• アカウント 333333333333 でユーザーとしてサインインすると、許可リストで許可され、拒否リストで
ブロックされていないアクションはすべて実行できます。AWS Organizations は、許可リストポリシー
にないアクションと拒否リストポリシーにあるアクションを実行しようとするすべての試みを拒否しま
す。また、AWS Organizations は、CloudTrail 設定アクションを実行しようとする試みを拒否します。

チュートリアル: Amazon CloudWatch を使用し
て、組織の重要な変更をモニタリングする

このチュートリアルでは、組織の変更をモニタリングできるように Amazon CloudWatch を設定する方法
を紹介します。まず、ユーザーが特定の AWS Organizations 操作を呼び出したときにトリガーされるルー
ルを設定します。次に、ルールがトリガーされたときに AWS Lambda 関数を実行するように Amazon 
EventBridge を設定し、イベントに関する詳細を E メールで送信できるように Amazon SNS を設定しま
す。

次の図は、チュートリアルの主なステップを示しています。
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前提条件

ステップ 1: 証跡およびイベントセレクターを設定する (p. 20)

で、証跡AWS CloudTrailと呼ばれるログを作成します。すべての API コールをキャプチャするように
設定します。

ステップ 2: Lambda 関数を設定する  (p. 20)

イベントに関する詳細を S3 バケットにログ記録する AWS Lambda 関数を作成します。
ステップ 3: 受信者に E メールを送信する Amazon SNS トピックを作成する (p. 21)

受信者に E メールを送信する Amazon SNS トピックを作成し、自分自身でトピックをサブスクライ
ブします。

ステップ 4: Amazon EventBridge ルールを作成する (p. 22)

指定された API コールの詳細を Lambda 関数および SNS トピック受信者に渡すよう Amazon 
EventBridge に指示するルールを作成します。

ステップ 5: Amazon EventBridge ルールをテストする (p. 22)

監視対象の操作の 1 つを実行して新しいルールをテストします。このチュートリアルでは、監視
対象の操作で、組織単位 (OU) を作成しています。Lambda 関数が作成するログエントリを表示
し、Amazon SNS が受信者に送信する E メールを表示します。

ヒント

このチュートリアルを、アカウントの作成が完了した際のメール通知を送信など、類似したオ
ペレーションを設定するガイドとして使用することもできます。アカウントの作成は非同期オペ
レーションであるため、デフォルトでは完了時に通知されません。AWS CloudTrail の使用方法お
よび AWS Organizations での Amazon EventBridge の詳細については、「AWS Organizationsで
のログ記録とモニタリング (p. 349)」を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、次のことを前提としています。

• 組織の管理アカウントの IAM ユーザーとして AWS Management Console にサインインできます。IAM 
ユーザーには、CloudTrail のログ、Lambda の関数、Amazon SNS のトピック、Amazon EventBridge 
のルールを作成および設定するためのアクセス許可が必要です。アクセス許可を付与する方法の詳細に
ついては、IAM ユーザーガイドの「アクセス管理」または、アクセスを設定するサービスのガイドを参
照してください。

• ステップ 1 で設定した CloudTrail ログを受信するための既存の Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにアクセスできます (または、バケットを作成するアクセス許可があります)。
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Important

現在、AWS Organizations は、米国東部 (バージニア北部) リージョン でホストされています (グ
ローバルに利用可能です)。このチュートリアルのステップを実行するには、そのリージョンを使
用するよう AWS Management Console を設定する必要があります。

ステップ 1: 証跡およびイベントセレクターを設定す
る
このステップでは、管理アカウントにサインインして、AWS CloudTrail でログ (証跡と呼ばれる) を設定し
ます。また、Amazon EventBridge がトリガーを呼び出すように、証跡でイベントセレクターを設定し、
すべての読み取り/書き込み API コールをキャプチャします。

追跡を作成するには

1. 組織の管理アカウントの管理者として AWS にサインインし、https://console.aws.amazon.com/ 
cloudtrail/ の CloudTrail コンソールを開きます。

2. コンソールウィンドウの右上隅にあるナビゲーションバーで、米国東部 (バージニア北部) リージョ
ンを選択します。他のリージョンを選択した場合、AWS Organizations が Amazon EventBridge 設定
のオプションとして表示されず、CloudTrail は AWS Organizations に関する情報をキャプチャしませ
ん。

3. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。
4. [追跡の作成]を選択します。
5. [Trail name] (証跡名) に、My-Test-Trail と入力します。
6. CloudTrail がログを配信する場所を指定するには、次のいずれかのオプションを実行します。

• バケットを作成する必要がある場合は、[Create a new S3 bucket] (新しい S3 バケットの作成) を選
択し、[Trail log bucket and folder] (Trail ログバケットとフォルダ) に新しいバケットの名前を入力し
ます。

Note

S3 バケット名は、グローバルに 一意である必要があります。
• 既にバケットがある場合、[Use existing S3 bucket] (既存の S3 バケットを使用) を選択し、次に S3 

バケット リストからバケット名を選択します。
7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [Choose log events] (ログイベントの選択) ページの [Management events] (管理イベント) セクション

で、[Read] (読み取り) と [Write] (書き込み) を選択します。
9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. 場所を確認して [Create function] (関数の作成) を選択します。

Amazon EventBridge では、アラームルールが着信 API コールと一致したときに、アラートを送信する複
数の異なる方法から選択できます。このチュートリアルでは、2 つの方法について説明します。API コー
ルをログに記録できる Lambda 関数を呼び出す方法、およびトピックの受信者へ E メールまたはテキスト
メッセージを送信する Amazon SNS トピックに情報を送信する方法です。次の 2 つのステップでは、必
要なコンポーネントである Lambda 関数および Amazon SNS トピックを作成します。

ステップ 2: Lambda 関数を設定する
このステップでは、後で設定する Amazon EventBridge ルールによって送信される API アクティビティを
ログに記録する Lambda 関数を作成します。
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する Amazon SNS トピックを作成する

Amazon EventBridge イベントをログに記録する Lambda 関数を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/lambda/ で AWS Lambda コンソールを開きます。
2. Lambda を初めて利用する場合は、ようこそページの [Get Started Now] (今すぐ始める) を選択する

か、[Create function] (関数を作成) を選択します。
3. [Create function] (関数の作成) ページで、[Blueprints] (設計図) を選択します。
4. [設計図] 検索ボックスでは、フィルターに hello を入力し、[hello-world] 設計図を選択します。
5. [Configure] (設定) を選択します。
6. [基本的な情報] ページでは、以下を実行します。

a. [Name] (名前) テキストボックスに、Lambda 関数名として LogOrganizationEvents を入力し
ます。

b. [Role] で、[Create a new role with basic Lambda permissions] を選択します。このロールは、必
要なデータにアクセスし、出力ログを書き込むために Lambda 関数にアクセス許可を付与しま
す。

7. 次の例に示すように、 Lambda 関数のコードを編集します。

console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => { 
    console.log('LogOrganizationsEvents'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    return event.key1;  // Echo back the first key value 
    // throw new Error('Something went wrong');
};

このサンプルコードでは、「LogOrganizationEvents」マーカー文字列の後にイベントを構成する 
JSON 文字列を続けてイベントをログに記録します。

8. [機能の作成]を選択します。

ステップ 3: 受信者に E メールを送信する Amazon 
SNS トピックを作成する
このステップでは、受信者に E メールで情報を送信する Amazon SNS トピックを作成します。このト
ピックを、後で作成する Amazon EventBridge ルールのターゲットにします。

受信者に E メールを送信する Amazon SNS トピックを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/ で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[トピック] を選択します。
3. [Create new topic] を選択します。

a. [トピック名] に OrganizationsCloudWatchTopic と入力します。
b. [Display name (表示名)] に OrgsCWEvnt と入力します。
c. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。

4. トピックのサブスクリプションを作成できるようになりました。先ほど作成したトピックの ARN を
選択します。

5. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

a. [Create subscription] ページの [Protocol] で [Email] を選択します。
b. [エンドポイント] に E メールアドレスを入力します。
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c. [Create subscription] を選択します。AWS は、前のステップで指定した E メールアドレスに E 
メールを送信します。E メールが送信されたら、[サブスクリプションを確認] リンクを選択し
て、E メールを正常に受信したことを確認します。

d. コンソールに戻り、ページを更新します。[Pending confirmation] メッセージが表示されなくな
り、現在有効なサブスクリプション ID に置き換えられます。

ステップ 4: Amazon EventBridge ルールを作成する
必要な Lambda 関数がアカウントに存在するようになったので、ルールの基準が満たされた場合にその
ルールを呼び出す Amazon EventBridge ルールを作成します。

EventBridge ルールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で[Amazon EventBridge console] (Amazon EventBridge コン
ソール) を開きます。

2. コンソールを米国東部 (バージニア北部)リージョンに設定しないと、Organizations に関する情報は利
用できません。コンソールウィンドウの右上隅にあるナビゲーションバーで、米国東部 (バージニア
北部) リージョンを選択します。

3. ルールの作成手順については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Getting started with 
Amazon EventBridge」(Amazon EventBridge の開始方法) を参照してください。

ステップ 5: Amazon EventBridge ルールをテストする
このステップでは、組織単位 (OU) を作成して Amazon EventBridge ルールを確認し、ログエントリを生
成して、イベントに関する詳細を E メールで送信します。

AWS Management Console

OU を作成するには

1. AWS Organizations コンソールで、[AWS アカウント] ページを開きます。
2. [  Root] (ルート) OU のチェックボックスをオンにし、[Action] (アクション) を選択してから、

[Organizational unit] (組織単位) で [Create new] (新規作成) を選択します。
3. OU の名前では、TestCWEOU と入力してから、[Create organizational unit (組織単位の作成)] を選

択します。

CloudWatch Events ログエントリを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ にある CloudWatch コンソールを開きます。
2. ナビゲーションページで [Logs] (ログ) を選択します。
3. [Log Groups] (ロググループ) で、Lambda 関数 [/aws/lambda/LogOrganizationEvents] に関連付けられ

ているグループを選択します。
4. 各グループには 1 つ以上のストリームがあり、今日のための 1 つのグループがあります。これを選択

します。
5. ログを表示します。次のような行が表示されます。

6. エントリの中央の行を選択すると、受信したイベントの完全な JSON テキストが表示されます。API 
リクエストのすべての詳細は、出力の requestParameters および responseElements で確認で
きます。
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AWS Organizations ユーザーガイド
クリーンアップ: 不要になったリソースを削除する

2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event:
{ 
    "version": "0", 
    "id": "123456-EXAMPLE-GUID-123456", 
    "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail", 
    "source": "aws.organizations", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2017-03-09T22:44:26Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.04", 
        "userIdentity": { 
            ... 
        }, 
        "eventTime": "2017-03-09T22:44:26Z", 
        "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateOrganizationalUnit", 
        "awsRegion": "us-east-1", 
        "sourceIPAddress": "192.168.0.1", 
        "userAgent": "AWS Organizations Console, aws-internal/3", 
        "requestParameters": { 
            "parentId": "r-exampleRootId", 
            "name": "TestCWEOU" 
        }, 
        "responseElements": { 
            "organizationalUnit": { 
                "name": "TestCWEOU", 
                "id": "ou-exampleRootId-exampleOUId", 
                "arn": "arn:aws:organizations::1234567789012:ou/o-exampleOrgId/ou-
exampleRootId-exampeOUId" 
            } 
        }, 
        "requestID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456", 
        "eventID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456", 
        "eventType": "AwsApiCall" 
    }
}

7. E メールアカウントで、[OrgsCWEvnt] (Amazon SNS トピックの表示名) からのメッセージを確認し
ます。E メールの本文には、前のステップで示されたログエントリと同じ JSON テキスト出力が含ま
れます。

クリーンアップ: 不要になったリソースを削除する
料金の発生を防ぐには、不要なこのチュートリアルの一部として作成した AWS リソースを削除する必要
があります。

AWS 環境をクリーンアップするには

1. CloudTrail コンソールを使用して、ステップ 1 で作成した My-Test-Trail という名前の証跡を削除
します。

2. ステップ 1 で Amazon S3 バケットを作成した場合は、Amazon S3 コンソールを使用して削除しま
す。

3. Lambda コンソールを使用して、ステップ 2 で作成した LogOrganizationEvents という名前の関
数を削除します。

4. Amazon SNS コンソールを使用して、ステップ 3 で作成した OrganizationsCloudWatchTopic
という名前の Amazon SNS トピックを削除します。
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AWS Organizations ユーザーガイド
クリーンアップ: 不要になったリソースを削除する

5. CloudWatch コンソールを使用して、ステップ 4 で作成した OrgsMonitorRule という名前の 
EventBridge ルールを削除します。

6. 最後に、Organizations コンソールを使用して、ステップ 5 で作成した TestCWEOU という名前の OU 
を削除します。

これで完了です。このチュートリアルでは、組織の変更をモニタリングする CloudWatch Events を設定し
ました。ユーザーが特定の AWS Organizations オペレーションを呼び出したときにトリガーされるルール
を設定しました。ルールによって、イベントを記録した Lambda 関数が実行され、イベントに関する詳細
を含む E メールが送信されました。
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AWS Organizations ユーザーガイド
管理アカウントのベストプラクティス

AWS Organizations のベストプラク
ティス

組織の作成と運用に際しては、次のベストプラクティスに従うことをお勧めします。

トピック
• 管理アカウントのベストプラクティス (p. 25)
• メンバーアカウントのベストプラクティス (p. 28)

管理アカウントのベストプラクティス
AWS Organizations の管理アカウントのセキュリティを保護するため、以下の推奨事項に従います。これ
らの推奨事項は、厳密に必要とするタスクにのみルートユーザーを使用するというベストプラクティスを
遵守していることを前提としています。

トピック
• 管理アカウントは、管理アカウントが必要なタスクにのみ使用してください (p. 25)
• 管理アカウントのルートユーザーにグループのメールアドレスを使用する (p. 25)
• 管理アカウントのルートユーザーに複雑なパスワードを使用する (p. 26)
• ルートユーザーの認証情報に対して MFA を有効にする (p. 26)
• アカウントの連絡先情報に電話番号を追加する (p. 27)
• 誰がアクセスできるかを確認、追跡する (p. 27)
• ルートユーザーの認証情報の使用プロセスをドキュメント化する (p. 27)
• ルートユーザーの認証情報へのアクセスをモニタリングするコントロールを適用する (p. 28)

管理アカウントは、管理アカウントが必要なタスクに
のみ使用してください
管理アカウントとそのユーザーおよびロールは、そのアカウントでしか実行できないタスクにのみ使用す
ることをお勧めします。すべての AWS リソースは組織内の他の AWS アカウント に保存し、管理アカウ
ントからは切り離します。ただし、唯一の例外として、AWS CloudTrail を有効にし、関連する CloudTrail 
追跡とログを管理アカウントで保持することをお勧めします。

リソースを他のアカウントで保持する重要な理由の一つは、管理アカウントのユーザーとロールに対する
制限に Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用できないためです。

また、リソースを管理アカウントから分離することで、請求書に記載される請求額が理解しやすくなりま
す。

管理アカウントのルートユーザーにグループのメール
アドレスを使用する
• 会社が管理するメールアドレスを使用します。パブリックメールプロバイダや、サードパーティーに

よって管理されるメールアドレスは使用しないでください。
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AWS Organizations ユーザーガイド
管理アカウントのルートユーザー

に複雑なパスワードを使用する

• 受信したメッセージを上級管理者のリストに直接転送するメールアドレスを使用します。アクセス権の
確認など、AWS からアカウントの所有者に連絡する必要が生じる事象では、メールのメッセージは複数
の当事者に送信されます。こうすることで、誰かが休暇中や病欠であるか、あるいはすでに退職してい
る場合でも、応答の遅延のリスクを軽減できます。

管理アカウントのルートユーザーに複雑なパスワード
を使用する
• アカウントのルートユーザーのセキュリティは、パスワードの強度によって異なります。長く、複雑

で、他で使用していないパスワードを使用することをお勧めします。多数のパスワードマネージャー、
複雑なパスワード生成のアルゴリズムとツールが、この目標を達成するのに役立ちます。

• 先述のように強力なパスワードを使用し、ルートユーザーにアクセスすることがめったにないのであれ
ば、パスワードは定期的に変更しないことをお勧めします。パスワードの実際の使用より変更の頻度が
高いと、侵害のリスクが高くなります。

• 長期保存と、ルートユーザーのパスワードに対するアクセスを管理するには、会社の情報セキュリティ
ポリシーを使用してください。この実施例としては次のようなものが考えられます。
• パスワードを出力して安全な場所に保管する。
• パスワードを分割し、上級管理者に配布する。
• パスワードマネージャーシステムまたはツールにパスワードを保存する場合は、さらなる制御とプロ

セスが必要になります。パスワードマネージャーはオフラインで使用することをお勧めします。循
環依存が生じるのを避けるには、保護されたアカウントでサインインする AWS サービスに依存する
ツールでルートユーザーのパスワードを保存しないようにします。

どのような方法をとるにしても、その方法に弾力性を確保することと、共謀のリスクを低減するため、
必ず複数のユーザーが操作に関与するよう設計することをお勧めします。

• パスワードとその保存場所のアクセスはすべてログに記録し、モニタリングする必要があります。

ルートユーザーの認証情報に対して MFA を有効にす
る
多要素認証 (MFA) を有効にする方法については、AWS での多要素認証 (MFA) の使用を参照してくださ
い。

• バッテリーに依存しないハードウェアベースのデバイスを使用し、ワンタイムパスワード (OTP) を生成
します。こうすることで、MFA が複製不可能になり、長期保存中にバッテリーの消耗に伴うリスクの影
響を受けずに済みます。
• バッテリーベースの MFA を使用する場合は、デバイスを定期的にチェックするプロセスを追加し、

使用期限が近づいたらバッテリーを交換するようにします。
• 有事に備えて、トークンへの 24 時間 365 日アクセスの維持に必要となる、デバイスの手配のプラン

を作成してください。
• この管理アカウントの保護以外の目的に物理的な MFA を使い回さないことを強くお勧めします。物理

的な MFA の使い回しは、運用上の混乱、および MFA の漏洩の原因となります。
• 情報セキュリティポリシーに従って MFA デバイスを保存します。保存場所は、ユーザーの関連付けら

れたパスワードと同じであってはなりません。パスワードにアクセスするプロセスと、MFA にアクセス
するプロセスでは、それぞれ必要なアクセスがリソース (人、データ、ツール) によって異なるようにし
てください。

• MFA デバイスとその保存場所のアクセスはすべてログに記録し、モニタリングする必要があります。
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アカウントの連絡先情報に電話番号を追加する

アカウントの連絡先情報に電話番号を追加する
• 固定電話、SIP、携帯電話番号に対する確かな攻撃ベクトルはいくつかあるものの、全体的には、そう

したベクトルをより複雑にするとリスクは低減します。このメカニズムを使用してルートアクセスを回
復する場合、AWS Support 担当者はこれらのリスクを管理するために他の要因を利用できます。そのた
め、プロセスの保護を強化する有効な手段として、電話番号を追加することをお勧めします。

• 電話番号をプロビジョニングするためのいくつかのオプションがありますが、推奨されるのは、専用の 
SIM カードと電話を安全な場所に長期保存することです。重要な点として、この携帯電話の契約料金の
支払いを担当するチームは、通話の受発信が長期間にわたって確認できないとしても、これが重要な番
号であることを理解していなければなりません。

• また、この電話番号を社内で公開しないようにすることも重要です。番号はAWS 連絡先情報のコンソー
ルページでドキュメント化し、その詳細を経理担当チームと共有します。他の場所では一切ドキュメン
ト化しません。こうすることで、SIM に関連付けられた電話番号を別の SIM に移すことに関連する攻撃
ベクトルのリスクを軽減できます。

• 電話は、既存の情報セキュリティポリシーに従って保管します。ただし、保管場所は、関連する他の認
証情報と同じにしてはなりません。

• 電話とその保存場所のアクセスはすべてログに記録し、モニタリングする必要があります。

誰がアクセスできるかを確認、追跡する
• 管理アカウントへのアクセスを維持するには、そのアカウントと関連付けられたメールアドレス、パス

ワード、MFA、電話番号に社内の誰がアクセスできるかを定期的に確認する必要があります。確認は既
存のビジネス上の手続きに則って行うことができます。または、担当者だけに適切にアクセスを限定で
きるよう、月ごとや四半期ごとにこの情報を確認することも有効です。

• ルートユーザーの認証情報へのアクセスを回復またはリセットするプロセスが、特定の個人に依存しな
いようにしてください。すべてのプロセスは、誰かが不在だったとしても問題なく進められるよう設計
します。

ルートユーザーの認証情報の使用プロセスをドキュメ
ント化する
• 組織の管理アカウントの作成などの重要なプロセスは、複数の担当者で複数のステップを行うよう、プ

ランニングされたプロセスであることが一般的です。実施するステップとそれらの順序を含め、そのプ
ランをドキュメント化して公開することをお勧めします。こうすることで、意思決定が常にプランどお
りに行われるようにできます。

• 重要なプロセスの実行をドキュメント化し、各ステップに関与した個人と使用された値の記録が実行時
に確実に残るようにします。また、例外や予期しないイベントが発生した場合についてのドキュメント
を提供することも重要です。

例外や予期しないイベントが発生した場合は、発生した時間、退室した人、持ち出されたものをドキュ
メント化します。その後、再入室した人、戻ってきたものもドキュメント化します。

• ルートユーザーの認証情報の使用方法に関する一連のプロセスは、パスワードのリセットなど、さまざ
まなシナリオを想定したうえで作成、公開します。特定のシナリオで AWS Support の操作プロセスが不
明な場合は、サポートチケットを作成し、そのタスクの実行方法に関する最新のガイダンスをリクエス
トします。

ドキュメント化の対象となるシナリオには次のようなものが含まれます。
• ルートユーザーでしか実行できないオペレーションを行うための、ルートユーザーへのアクセス。
• アクセスを失った場合の、ルートユーザーのパスワードのリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーのパスワードの変更。

27



AWS Organizations ユーザーガイド
ルートユーザーの認証情報へのアクセスを
モニタリングするコントロールを適用する

• デバイスへのアクセスを失った場合の、ルートユーザーの MFA のリセット。
• バッテリーベースのデバイスを使用している場合の、ルートユーザーの MFA の変更。
• メールアカウントへのアクセスを失った場合の、ルートユーザーのメールアドレスのリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーのメールアドレスの変更。
• 電話番号へのアクセスを失った場合の、ルートユーザーの電話番号のリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーの電話番号の変更。
• 組織の管理アカウントの削除。

• ルートユーザーに引き続きアクセスできること、および携帯電話番号が運用されていることのテストと
妥当性確認を、少なくとも四半期ごとに実施します。このようにスケジューリングすることで、プロセ
スが機能していることと、担当者がアクセスを保持していることを組織的に保証できます。また、プロ
セスを正常に実施するために行う必要があるステップをアクセスの管理者が理解していることの実証に
もなります。プロセスの関係者が何をすべきかを理解していないという状況は確実に避けなければなり
ません。火災訓練などにも見られるように、練習によって人の能力は向上し、とっさの状況でも冷静で
いられるようになります。

各テストでは、体感したことについて熟考し、プロセスの改善を提案する機会を設けます。特に、正し
く実施されなかったステップや、予期しない結果になったステップを調べます。どのようにプロセスを
変更すれば、次回の結果を改善できるでしょうか。

パスワードをローテーションする機会としてこうしたテストを実施しているユーザーもいますが、パス
ワードはローテーションせず、複雑に設定した同じパスワードを使用し続けることをお勧めします。パ
スワードは、侵害された疑いがある場合にのみ更新を検討してください。

ルートユーザーの認証情報へのアクセスをモニタリン
グするコントロールを適用する
• ルートユーザーの認証情報へのアクセスは、頻繁に行われるべきではありません。管理アカウントルー

トユーザーの認証情報のログインと使用が通知されるよう、Amazon CloudWatch Events のようなツー
ルを使用してアラートを作成します。通知には、ルートユーザー自体に使用されているメールアドレ
スを含めるようにします。この通知は、使用が適正か不正かにかかわらず重要度の高いものとし、関係
者が確実に確認できるようにします。設定例については、Monitor and Notify on AWS アカウント Root 
User Activity を参照してください。

• こうした通知を受け取る担当者は、ルートユーザーのアクセスが適正であることを確認する方法、およ
びセキュリティインシデントが発生していると判断した場合のエスカレーションの方法を理解している
必要があります。

メンバーアカウントのベストプラクティス
組織内のメンバーアカウントのセキュリティを保護するために、以下の推奨事項に従います。これらの推
奨事項は、厳密に必要とするタスクにのみルートユーザーを使用するというベストプラクティスを遵守し
ていることを前提としています。

トピック
• すべてのメンバーアカウントのルートユーザーにグループメールアドレスを使用する (p. 29)
• メンバーアカウントのルートユーザーに複雑なパスワードを使用する (p. 29)
• ルートユーザーの認証情報に対して MFA を有効にする (p. 30)
• 管理アカウントの電話番号をメンバーアカウントの連絡先情報に追加する (p. 30)
• 誰がアクセスできるかを確認、追跡する (p. 30)
• ルートユーザーの認証情報の使用プロセスをドキュメント化する (p. 31)

28

http://aws.amazon.com/blogs/mt/monitor-and-notify-on-aws-account-root-user-activity/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/monitor-and-notify-on-aws-account-root-user-activity/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/root-vs-iam.html
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すべてのメンバーアカウントのルートユー
ザーにグループメールアドレスを使用する

• SCPを使用し、メンバーアカウントのルートユーザーで行えることを制限する (p. 32)
• ルートユーザーの認証情報へのアクセスをモニタリングするコントロールを適用する (p. 32)

すべてのメンバーアカウントのルートユーザーにグ
ループメールアドレスを使用する
• 会社が管理するメールアドレスを使用します。パブリックメールプロバイダや、サードパーティーに

よって管理されるメールアドレスは使用しないでください。
• 受信したメッセージを上級管理者のリストに直接転送するメールアドレスを使用します。アクセス権の

確認など、AWS からアカウントの所有者に連絡する必要が生じる事象では、メールは複数の当事者に送
信されます。こうすることで、誰かが休暇中や病欠であるか、あるいはすでに退職している場合でも、
応答の遅延のリスクを軽減できます。

メンバーアカウントのルートユーザーに複雑なパス
ワードを使用する
• アカウントのルートユーザーのセキュリティは、パスワードの強度によって異なります。長く、複雑

で、他で使用していないパスワードを使用することをお勧めします。多数のパスワードマネージャー、
複雑なパスワード生成のアルゴリズムとツールが、この目標を達成するのに役立ちます。

• 先述のように強力なパスワードを使用し、ルートユーザーにアクセスすることがめったにないのであれ
ば、パスワードは定期的に変更しないことをお勧めします。パスワードの実際の使用より変更の頻度が
高いと、侵害のリスクが高くなります。

• 長期保存と、メンバーアカウントのルートユーザーのパスワードに対するアクセスを管理するには、会
社の情報セキュリティポリシーを使用してください。ただし、管理アカウントとは異なり、会社が承認
した信頼できるパスワードマネージャーシステムまたはツールをパスワードの保存に利用することを検
討できます。

パスワードマネージャーシステムまたはツールにパスワードを保存する場合は、さらなる制御とプロセ
スが必要になります。パスワードマネージャーはオフラインで使用することをお勧めします。循環依存
が生じるのを避けるには、保護されたアカウントでサインインする AWS のサービスに依存するツール
でパスワードを保存しないようにします。

どのような方法をとるにしても、その方法に弾力性を確保することと、共謀のリスクを低減するため、
必ず複数のユーザーが操作に関与するよう設計することをお勧めします。

• または、管理アカウントのルートユーザーに提供されているガイダンスに基づき (p. 26)、メンバーア
カウントのルートユーザーのパスワードを安全な場所に保存します。

• 作成したメンバーアカウントで、ルートユーザー用の認証情報を有効にしないようにしてください。デ
フォルトでは、Organizations はランダムで複雑な、非常に長いパスワードを割り当てます。このパス
ワードをユーザーが取得することはできません。代わりに、ルートユーザーにアクセスするには、パ
スワードの再設定の手順を行う必要があります。アカウントのルートユーザーでしか実行できないタス
クを実行する必要がない限り、この操作は行わないことをお勧めします。詳細については、ルートユー
ザーとしてのメンバーアカウントへのアクセス (p. 65) を参照してください。

• それでもルートユーザーのパスワードを手動で処理する場合は、サービスコントロールポリシー (SCP) 
を適用し、メンバーアカウントのルートユーザーによって AWS API コールが実行されないようにしま
す。しかし、メンバーアカウントに生じた重大なセキュリティイベントに対処する必要が生じたら、
そのアカウントのルートユーザーにすばやくアクセスしなければならないかもしれません。そのため、
メンバーアカウントのルートユーザーに複雑なパスワードを使用することと、アクセスと使用のための
手続きを事前に作成しておくことは、前のセクションでも言及しましたが、ここでも推奨される手法で
す。
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ルートユーザーの認証情報に対して MFA を有効にす
る
多要素認証 (MFA) を有効にする方法については、AWS での多要素認証 (MFA) の使用を参照してくださ
い。

• バッテリーに依存しないハードウェアベースのデバイスを使用し、ワンタイムパスワード (OTP) を生成
することをお勧めします。こうすることで、MFA が複製不可能になり、長期保存中にバッテリーの消耗
に伴うリスクの影響を受けずに済みます。
• バッテリーベースの MFA を使用する場合は、デバイスを定期的にチェックするプロセスを追加し、

使用期限が近づいたらバッテリーを交換するようにします。
• 有事に備えて、トークンへの 24 時間 365 日アクセスの維持に必要となる、デバイスの手配のプラン

を作成してください。
• 仮想 MFA アプリケーションを使用することを選択した場合、管理アカウントのルートユーザーに対す

る推奨事項 (p. 26)とは異なり、メンバーアカウントの場合、複数のメンバーアカウントに対して 1 
つの MFA デバイスを再利用できます。仮想 MFA アプリケーションでアカウントを設定するために使
用する QR コードを作成して安全に保存することで、地理的な制限に対処できます。情報セキュリティ
ポリシーに従い、QR コードの目的を文書化し、オペレーションが行われるどのタイムゾーンからでも
アクセス可能な安全な場所に、厳重に保管してください。その後、別の地理的場所でアクセスが必要に
なったら、QR コードのローカルコピーを取得し、その場所での仮想 MFA アプリケーションの設定に使
用できます。

• 情報セキュリティポリシーに従って MFA デバイスを保存しますが、ルートユーザーの関連付けられた
パスワードと同じ場所には保存しません。パスワードにアクセスするプロセスと、MFA デバイスにアク
セスするプロセスでは、それぞれ必要なアクセス手順がリソース (人、データ、ツール) によって異なる
ようにしてください。

• MFA デバイスとその保存場所のアクセスはすべてログに記録し、モニタリングする必要があります。
• MFA デバイスを紛失または破損した場合は、アカウントから MFA を削除するため、カスタマーサポー

トへの連絡が必要になることがあります。削除を実行するにあたり、カスタマーサポートは、アカウン
トに関連付けられたメールアドレス、電話番号、秘密の質問をその申請者が所有していることを確認す
る必要があります。そのため、そうした情報を自身で確認して、変更があればその都度更新し、安全に
保管してください。

管理アカウントの電話番号をメンバーアカウントの連
絡先情報に追加する
• 通常は、重大なアカウント復旧には常に組織の管理アカウントの電話番号 (p. 27)が使用されます。し

たがって、各メンバーアカウントの連絡先情報に登録されたばらばらの電話番号を 1 つずつ管理するこ
とは、運用上の不要なオーバーヘッドであると言えます。その代わりに、管理アカウントと同じ電話番
号を追加することをお勧めします。管理アカウントと同じ番号を使用するかどうかにかかわらず、使用
されている電話番号の正確なリストと、有効な秘密の質問は、認証情報と同様に安全な場所に保管して
ください。

誰がアクセスできるかを確認、追跡する
• 管理アカウントに推奨されているように (p. 27)、メンバーアカウントのルートユーザーのメールアド

レス、パスワード、MFA、および電話番号にアクセスできる社内の担当者を定期的に確認する必要があ
ります。確認は既存のビジネス上の手続きに則って行うことができます。または、担当者だけに適切に
アクセスを限定できるよう、月ごとや四半期ごとにこの情報を確認することも有効です。
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ルートユーザーの認証情報の使

用プロセスをドキュメント化する

• ルートユーザーの認証情報へのアクセスを回復またはリセットするプロセスが、特定の個人に依存しな
いようにしてください。すべてのプロセスは、誰かが不在だったとしても問題なく進められるよう設計
します。

ルートユーザーの認証情報の使用プロセスをドキュメ
ント化する
• 組織の管理アカウントの作成などの重要なプロセスは、複数の担当者で複数のステップを行うよう、プ

ランニングされたプロセスであることが一般的です。実施するステップとそれらの順序を含め、そのプ
ランをドキュメント化して公開することをお勧めします。こうすることで、意思決定が常にプランどお
りに行われるようにできます。

• 重要なプロセスの実行をドキュメント化し、各ステップに関与した個人と使用された値の記録が実行時
に確実に残るようにします。また、例外や予期しないイベントが発生した場合についてのドキュメント
を提供することも重要です。

例外や予期しないイベントが発生した場合は、発生した時間、退室した人、持ち出されたものをドキュ
メント化します。その後、再入室した人、戻ってきたものもドキュメント化します。

• パスワードのリセットなど、さまざまなシナリオでルートユーザー認証情報を使用する方法に関するプ
ロセスを作成して公開します。特定のシナリオで AWS Support の操作プロセスが不明な場合は、サポー
トチケットを作成し、そのタスクの実行方法に関する最新のガイダンスをリクエストします。

ドキュメント化の対象となるシナリオには次のようなものが含まれます。
• ルートユーザーでしか実行できないオペレーションを行うための、ルートユーザーへのアクセス。
• アクセスを失った場合の、ルートユーザーのパスワードのリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーのパスワードの変更。
• デバイスへのアクセスを失った場合の、ルートユーザーの MFA のリセット。
• バッテリーベースのデバイスを使用している場合の、ルートユーザーの MFA の変更。
• メールアカウントへのアクセスを失った場合の、ルートユーザーのメールアドレスのリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーのメールアドレスの変更。
• 電話番号へのアクセスを失った場合の、ルートユーザーの電話番号のリセット。
• アクセスがある状態での、ルートユーザーの電話番号の変更。
• 組織の管理アカウントの削除。

• ルートユーザーに引き続きアクセスできること、およびメンバーアカウントの携帯電話番号 (割り当て
た場合) が運用されていることのテストと妥当性確認を、少なくとも四半期ごとに実施します。このよ
うにスケジューリングすることで、プロセスが機能していることと、担当者がアクセスを保持している
ことを組織的に保証できます。また、プロセスの正常な実施のために行う必要があるステップをアクセ
スの管理者が理解していることの実証にもなります。プロセスの関係者が何をすべきかを理解していな
いという状況は確実に避けなければなりません。火災訓練などにも見られるように、練習によって人の
能力は向上し、とっさの状況でも冷静でいられるようになります。

各テストでは、体感したことについて熟考し、プロセスの改善を提案する機会を設けます。特に、正し
く実施されなかったステップや、予期しない結果になったステップを調べます。どのようにプロセスを
変更すれば、次回の結果を改善できるでしょうか。

パスワードをローテーションする機会としてこうしたテストを実施しているユーザーもいますが、そう
する代わりに、複雑に設定した同じパスワードを使用し続けることをお勧めします。パスワードは、侵
害された疑いがある場合にのみ更新を検討してください。
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ルートユーザーで行えることを制限する

SCPを使用し、メンバーアカウントのルートユーザー
で行えることを制限する
サービスコントロールポリシー (SCP) を組織内に作成して組織のルートにアタッチし、すべてのメンバー
アカウントに適用されるようにすることをお勧めします。次の SCP の例では、AWS サービスの API コー
ルを実行できないよう、すべてのメンバーアカウントのルートユーザーを制限しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:root" } 
            } 
        } 
    ]
}

多くの場合、管理タスクは、関連する管理者用アクセス許可を持つメンバーアカウントの AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールのいずれかで実行することが可能です。このようなロールには、ア
クティビティの制限、ログ記録、モニタリングを行う適切なコントロールが適用されている必要がありま
す。

ルートユーザーの認証情報へのアクセスをモニタリン
グするコントロールを適用する
• ルートユーザーの認証情報へのアクセスを有効にした場合も、そのアクセスは頻繁に行われるべきで

はありません。ルートユーザーの認証情報のログインと使用が通知されるよう、Amazon CloudWatch 
Events のようなツールを使用してアラートを作成します。この通知は、使用が適正か不正かにかかわ
らず重要度の高いものとし、関係者が確実に確認できるようにします。設定例については、Monitor and 
Notify on AWS アカウント Root User Activity を参照してください。

• こうした通知を受け取る担当者は、ルートユーザーのアクセスが適正であることを確認する方法、およ
びセキュリティインシデントが発生していると判断した場合のエスカレーションの方法を理解している
必要があります。
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組織の作成と管理
AWS Organizations コンソールを使用するか、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドまたは
同等の AWS SDK API オペレーションを実行し、以下のタスクを実行できます。

• 組織を作成します (p. 33)。現在のアカウントを管理アカウントとして組織を作成します。組織内に
メンバーアカウントを作成し、他のアカウントを組織に招待します。

• 組織内のすべての機能の有効化 (p. 36)。AWS Organizations を使用に当たっては、すべての機能を有
効にすることが推奨されます。組織を作成する際、すべての機能を有効にするか、あるいは一括請求用
の機能のサブセットのオプションがあります。デフォルトでは、一括請求 (コンソリデーティッドビリ
ング) 機能を含むすべての機能が有効になります。

すべての機能が有効になっていると、サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) などの高度なア
カウント管理機能が AWS Organizations で利用できます。SCP を利用することで、組織内のすべてのア
カウントを対象に、使用可能なアクセス許可の範囲を一元管理できるため、組織のアクセスコントロー
ルガイドラインへの準拠をアカウント全体で徹底できるようになります。

• 組織の詳細を表示します (p. 43)。組織、そのルート、組織単位 (OU)、およびアカウントに関する詳
細を表示します。

• 組織を削除します  (p. 49)。不要になった組織を削除します。

Note

このセクションのステップでは、タスクを実行するために必要な最小限のアクセス権限を指定し
ます。これらは通常、API またはコマンドラインツールへのアクセスに適用されます。
コンソールでタスクを実行するには、追加の権限が必要な場合があります。例えば、組織内のす
べてのユーザーに読み取り専用アクセス許可を与えたり、特定のユーザーが特定のタスクを実行
できるよう別のアクセス許可を与えたりすることができます。

組織の作成
自身の AWS アカウント を管理アカウントに指定して組織を作成できます。組織を作成する際、この組織
がすべての機能をサポートする (推奨)、または一括請求機能のみをサポートするかを選択できます。

組織の作成後、管理アカウントから以下の方法で組織にアカウントを追加できます。

• 自動的に組織のメンバーアカウントとして追加される AWS アカウント を別途作成する (p. 61)
• メールアドレスの検証後、組織のメンバーアカウントとして既存の AWS アカウント を招待す

る (p. 53)

組織を作成する
組織の作成には、AWS Management Console、AWS CLI のコマンド、SDK API のいずれかを使用しま
す。

最小アクセス許可

現在の AWS アカウント を使用して組織を作成するには、以下のアクセス許可が必要です。
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• organizations:CreateOrganization

• iam:CreateServiceLinkedRole

このアクセス許可は、サービスプリンシパルだけに制限できま
すorganizations.amazonaws.com。

AWS Management Console

組織を作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. デフォルトでは、組織はすべての機能を有効にして作成されます。ただし、次のいずれかのス
テップを選択できます。

• すべての機能が有効な組織を作成するには、概要ページで [Create an organization] (組織を作成
する) を選択します。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能のみを持つ組織を作成するには、概要ページの 
[Create an organization] (組織を作成する) で一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能を
選択してから、[Create an organization] (組織を作成する) を選択します。

オプションの選択を間違えた場合は、すぐに設定ページに移動して [Delete organization] (組織の
削除) を選択し、もう一度やり直してください。

3. 組織が作成され、AWS アカウント ページが表示されます。存在するアカウントは管理アカウン
トのみで、この時点ではルート組織単位 (OU) (p. 6) に保存されています。

必要に応じて、Organizations により、管理アカウントに関連付けられたアドレスに検証メールが
自動的に送信されます。検証 E メールの受信には時間がかかる場合があります。24 時間以内に E 
メールアドレスを検証します。詳細については、「E メールアドレスの検証 (p. 35)」を参照し
てください。管理アカウントのメールアドレスを検証しなくても、組織内に新しいアカウントを
作成することは可能です。ただし、既存のアカウントを招待するには、その前にメールの検証が
完了している必要があります。

Note

以前にそのアカウントのメールアドレスの検証が行われていた場合は、そのアカウント
を使用して組織を作成した際にメールの検証が再度求められることはありません。

AWS CLI & AWS SDKs

組織を作成するには

次のいずれかのコマンドを使用して、組織を作成できます。

• AWS CLI: create-organization

次の例では、組織を作成し、サインイン中の AWS アカウント を組織の管理アカウントに指定して
います。

$ aws organizations create-organization
{ 
    "Organization": { 
        "Id": "o-aa111bb222", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-aa111bb222", 
        "FeatureSet": "ALL", 
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        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aa111bb222/123456789012", 
        "MasterAccountId": "123456789012", 
        "MasterAccountEmail": "admin@example.com", 
        "AvailablePolicyTypes": [  ...DEPRECATED - DO NOT USE ... ] 
    }
}

Important

AvailablePolicyTypes フィールドは非推奨であり、組織で有効になっているポリシー
に関する正確な情報が含まれません。組織で実際に有効になっているすべてのポリシータ
イプの正確な一覧を確認するには、ListRoots コマンドを使用します。詳しくは、次のセ
クションの AWS CLI に関する部分を参照してください。

• AWS SDK: CreateOrganization

これで、次のような手順で組織にアカウントを追加できるようになりました。

• AWS 組織に自動的に属するよう AWS アカウント を作成するには、組織内での AWS アカウント の作
成 (p. 61) を参照してください。

• 既存のアカウントを組織に招待するには、「組織への AWS アカウント の招待 (p. 52)」を参照して
ください。

E メールアドレスの検証
組織を作成したら、アカウントを招待する前に、組織の管理アカウントから提供されたメールアドレスを
所有していることを検証する必要があります。

組織の作成時、管理アカウントがそれ以前に検証されていない場合は、指定されたメールアドレスに検証
メールが AWS によって自動的に送信されます。検証 E メールの受信には時間がかかる場合があります。

24 時間以内に E メール内の指示に従って、E メールアドレスを検証します。

24 時間以内にメールアドレスを検証しない場合、別の AWS アカウント を組織に招待できるように検証リ
クエストを再送信します。検証 E メールが受信されない場合には、E メールアドレスが正しいことを確認
し、必要に応じて変更します。

• 管理アカウントに関連付けられたメールアドレスを確認するには、管理アカウントを使用した組織の詳
細の表示 (p. 43) を参照してください。

• 管理アカウントに関連付けられたメールアドレスを変更するには、AWS Billing ユーザーガイドの AWS 
アカウント の管理を参照してください。

AWS Management Console

検証リクエストを再送信するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. 設定ページに移動し、[Send verification request] (確認リクエストの送信) を選択します。このオ
プションは、管理アカウントが検証されていない場合にのみ表示されます。

3. 24 時間以内に E メールアドレスを検証します。

メールアドレスを検証したら、別の AWS アカウント を組織に招待できます。詳細については、
「組織への AWS アカウント の招待 (p. 52)」を参照してください。
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管理アカウントのメールアドレスを変更する場合、アカウントは「メール未検証」の状態に戻るため、新
しいメールアドレスに対して検証プロセスを実施する必要があります。

Note

管理アカウントのメールアドレスの変更前に組織への招待をアカウントに送り、その招待が未承
諾の場合、管理アカウントの新しいメールアドレスを検証するまでは、招待は承諾可能になりま
せん。前述の手順で、検証リクエストを再送信します。送られてきたメールの内容に沿ってプロ
セスを完了すると、招待されたアカウントで招待が承諾できるようになります。

組織内のすべての機能の有効化
AWS Organizations には、2 つの利用可能な機能セットがあります。

• すべての機能 (p. 7) - この機能セットを利用して AWS Organizations を使用することをお勧めします。
このセットには、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能が含まれています。組織を作成する
際、デフォルトではすべての機能が有効化されています。すべての機能が有効になっていると、サポー
トされている AWS サービスとの統合 (p. 242)や、組織管理ポリシー (p. 86)など、高度なアカウン
ト管理機能が AWS Organizations で利用できます。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能 (p. 7) - この機能サブセットはすべての組織でサポート
されます。これによって組織内のアカウント管理を一元化するために使用できる基本的な管理ツールが
提供されます。

一括請求機能のみを使用して組織を作成する場合、後ですべての機能を有効にできます。このページで
は、すべての機能を有効にするプロセスについて説明します。

すべての機能を有効にする前に
一括請求のみをサポートする組織からすべての機能をサポートする機能に変更する前に、以下の点に注意
してください。

• すべての機能を有効にするプロセスを開始すると、AWS Organizations は、組織に参加するように招待
されたすべてのメンバーアカウントにリクエストを送信します。すべての招待されたアカウントは、
すべての機能を有効にするリクエストを受け入れて承認する必要があります。その場合にのみ、プロ
セスを完了して組織内のすべての機能を有効にします。アカウントがリクエストを拒否した場合は、
組織からアカウントを削除するか、リクエストを再送信する必要があります。すべての機能を有効に
するプロセスを完了する前に、リクエストを受け入れる必要があります。 を使用した作成済みAWS 
Organizationsのアカウントは、追加のコントロールを承認する必要がないため、リクエストを取得しま
せん。

• 組織へのアカウントの招待は、すべての機能が有効になっている状態でも継続できます。招待されたア
カウントの所有者には、招待されている組織で有効なのは一括請求 (コンソリデーティッドビリング) だ
けか、それともすべての機能かが、招待時に通知されます。
• すべての機能の有効化プロセスの進行中にアカウントを招待した場合、招待には、組織はすべての機

能が有効なものとして記載されます。アカウントが招待を承諾する前に、すべての機能の有効化プロ
セスをキャンセルすると、その招待はキャンセルされます。一括請求 (コンソリデーティッドビリン
グ) 機能のみの組織として、再度招待する必要があります。

• すべての機能の有効化プロセスの開始前にアカウントを招待し、招待が未承諾の場合、その招待はプ
ロセスの開始時にキャンセルされます。これは、招待には一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 
機能のみの組織であると記載されているためです。すべての機能が有効になっている組織として、再
度招待する必要があります。

• 組織内のアカウントの作成も継続できます。このプロセスがこうした変更の影響を受けることはありま
せん。

• また、AWS Organizations はすべてのアカウントに AWSServiceRoleForOrganizations という名前
のサービスにリンクされたロールがあることを検証します。すべての機能を有効にするには、このロー
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ルがすべてのアカウントで必須です。招待したアカウントでこのロールが削除されている場合は、すべ
ての機能を有効にするために招待を承諾するとロールが再作成されます。AWS Organizations を使用し
て作成されたアカウントでこのロールが削除されている場合は、このロールを再作成するための招待が
アカウントに送信されます。組織ですべての機能を有効にする処理を完了するには、これらの招待をす
べて受諾する必要があります。

• すべての機能を有効にすると SCP (p. 113) を使用できるようになるため、アカウントの管理者が組
織、組織単位、あるいはアカウントに SCP をアタッチすることの影響を理解していることを確認してく
ださい。SCP は、影響を受けるアカウントでユーザーだけではなく管理者が実行できる操作を制限する
ことができます。例えば、管理アカウントは、メンバーアカウントが組織を離れるのを禁止する SCP を
適用することができます。

• 管理アカウントが SCP の影響を受けることはありません。SCP を適用して、管理アカウントのユー
ザーとロールの機能を制限することはできません。SCP は、メンバーアカウントのみに影響します。

• 一括請求からすべての機能への移行は一方向です。すべての機能を有効にした組織を、統合された一括
請求機能のみに切り替えることはできません。

• (非推奨) 組織で一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能のみが有効になっている場合、メンバー
アカウントの管理者は、AWSServiceRoleForOrganizations という名前のサービスにリンクされ
たロールを削除することができます。ただし、その後に組織ですべての機能を有効にすることにした場
合、このロールは必須となります。そのため、招待を承諾してすべての機能の有効化に同意したすべて
のアカウントに、このロールが再作成されます。AWS Organizations でこのロールを使用する方法につ
いては、AWS Organizations とサービスにリンクされたロール (p. 242)を参照してください。

すべての機能を有効にするプロセスの開始
組織の管理アカウントにサインインすると、すべての機能の有効化プロセスを開始できます。そのために
は、以下の手順を完了します。

最小アクセス許可

組織内のすべての機能を有効にするには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:EnableAllFeatures
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

AWS Management Console

招待されたメンバーアカウントに、組織内のすべての機能を有効にすることに同意するよう依
頼する

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Settings] (設定) ページで [Begin process] (プロセスを開始する) を選択します。
3. [Enable all features] (すべての機能の有効化) ページで、[Begin process] (プロセスを開始する) を

選択して切り替えた後、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能のみの設定には戻れない
ことを理解していることを確認します。

AWS Organizations は、組織のすべての招待 (未作成) アカウントに、組織内のすべての機能を
有効にするための承認を求めるリクエストを送信します。AWS Organizations を使用して作成さ
れ、メンバーアカウント管理者によって AWSServiceRoleForOrganizations という名前の
サービスにリンクされたロールが削除されたアカウントがある場合は AWS Organizations からそ
のアカウントにロールを再作成するリクエストが送信されます。

コンソールには、招待されたアカウントのリクエストの承認ステータスリストが表示されます。
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Tip

後でこのページに戻るには、[Settings] (設定) ページを開き、[Request sent date] (リクエ
ストの送信日) セクションで [View status] (ステータスを表示) を選択します。

4. [Enable all features] (すべての機能の有効化) ページには、組織内の各アカウントに対するリク
エストの現在のステータスが表示されます。リクエストに同意したアカウントのステータスは、
[ACCEPTED] (承諾済み) と表示されます。まだ同意していないアカウントのステータスは、
[OPEN] (オープン) と表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

招待されたメンバーアカウントに、組織内のすべての機能を有効にすることに同意するよう依頼する

組織のすべての機能を有効にするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: enable-all-features

次のコマンドを実行すると、すべての機能の有効化プロセスが組織で開始されます。

$ aws organizations enable-all-features
{ 
    "Handshake": { 
        "Id": "h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
enable_all_features/h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "a1b2c3d4e5", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            } 
        ], 
        "State": "REQUESTED", 
        "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:21:46.995000-08:00", 
        "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:21:46.995000-08:00", 
        "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES", 
        "Resources": [ 
            { 
                "Value": "o-a1b2c3d4e5", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            } 
        ] 
    }
}

出力には、招待されたメンバーアカウントが同意する必要があるハンドシェイクの詳細が表示され
ます。

• AWS SDK: EnableAllFeatures

メモ

• リクエストがメンバーアカウントに送信されると、90 日のカウントダウンが開始されます。す
べてのアカウントは期間内にリクエストを承認する必要があり、承認されない場合リクエスト
の有効期限が切れます。リクエストの有効期限が切れると、この試行に関連するすべてのリク
エストがキャンセルされます。この場合はステップ 2 からやり直す必要があります。

• すべての機能を有効にするリクエストを出してから、すべてのアカウントが受け入れられる
か、タイムアウトが発生するまでの間、組織に参加する他のアカウントの保留中の招待はすべ
て自動的に取り消されます。すべての機能を有効にするプロセスが終了するまで、新しい招待
を発行することはできません。
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• すべての機能を有効化する手順を完了すると、再び組織に参加するようにアカウントを招待す
ることができます。プロセスは変更されませんが、すべての招待には、招待を受け入れると該
当するポリシーの対象となることを受信者に知らせる情報が含まれています。

すべてのアカウントがリクエストを承認したら、プロセスを終了してすべての機能を有効化できます。組
織に招待されたメンバーアカウントがない場合は、プロセスをすぐに終了することもできます。プロセス
を終了するには、すべての機能を有効にするプロセスの最終処理 (p. 41) の手順を実施してください。

リクエストを承認してすべての機能を有効にする、ま
たはサービスにリンクされたロールを再作成する
組織の招待されたメンバーアカウントのいずれかにサインインすると、管理アカウントからのリクエス
トを承認できます。アカウントが元は組織に参加するように招待されたものである場合、招待はすべて
の機能を有効にするものであり、必要に応じた AWSServiceRoleForOrganizations ロールの再作
成の黙示的な承認を含んでいます。アカウントが AWS Organizations を使用して作成されたものであり
AWSServiceRoleForOrganizations というサービスにリンクされたロールが削除されている場合、こ
のロールの再作成専用の招待が送信されます。そのためには、以下の手順を完了します。

Important

次のすべての機能を有効にすると、組織の管理アカウントはメンバーアカウントにポリシーベー
スのコントロールを適用できます。これらのコントロールは、ユーザーはもちろん、管理者とし
て自分がアカウント内で実行できることも制限できます。こうした制限により、アカウントが組
織を離れるのを禁止することも可能になります。
最小アクセス許可

メンバーアカウントのすべての機能を有効にするリクエストを承認するには、次のアクセス権限
が必要です。

• organizations:AcceptHandshake
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要
• organizations:ListHandshakesForAccount - Organizations コンソールを使用する場合

にのみ必要
• iam:CreateServiceLinkedRole - メンバーアカウントで
AWSServiceRoleForOrganizations ロールを再作成する必要がある場合にのみ必要

AWS Management Console

組織内のすべての機能を有効にするためのリクエストに同意するには

1. AWS Organizations コンソールで、AWS Organizations コンソールにサインインします。メン
バーアカウントで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルート
ユーザーとしてサインインする (推奨されません) 必要があります。

2. 組織内のすべての機能のリクエストの受け入れがあなたのアカウントのものであることを確認し
た後、[Accept] を選択します。このページでは、組織内のすべてのアカウントがリクエストを承
認し、管理アカウントの管理者がプロセスを終了するまで、プロセスが未完了であると表示され
ます。

AWS CLI & AWS SDKs

組織内のすべての機能を有効にするためのリクエストに同意するには

リクエストに同意するには、"Action": "APPROVE_ALL_FEATURES" でハンドシェイクを承諾する
必要があります。
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• AWS CLI:
• accept-handshake
• list-handshakes-for-account

次の例は、アカウントで使用可能なハンドシェイクを一覧表示する方法を示しています。"Id" の
値 (出力の 4 行目) は、次のコマンドに必要な値です。

$ aws organizations list-handshakes-for-account
{ 
    "Handshakes": [ 
        { 
            "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE", 
            "Parties": [ 
                { 
                    "Id": "a1b2c3d4e5", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                }, 
                { 
                    "Id": "111122223333", 
                    "Type": "ACCOUNT" 
                } 
            ], 
            "State": "OPEN", 
            "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00", 
            "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00", 
            "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES", 
            "Resources": [ 
                { 
                    "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE", 
                    "Type": "PARENT_HANDSHAKE" 
                }, 
                { 
                    "Value": "o-aa111bb222", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                }, 
                { 
                    "Value": "111122223333", 
                    "Type": "ACCOUNT" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

次の例では、前のコマンドのハンドシェイク ID を使用して、そのハンドシェイクを受け入れます。

$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-
a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE
{ 
    "Handshake": { 
        "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "a1b2c3d4e5", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            }, 
            { 
                "Id": "111122223333", 
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                "Type": "ACCOUNT" 
            } 
        ], 
        "State": "ACCEPTED", 
        "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00", 
        "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00", 
        "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES", 
        "Resources": [ 
            { 
                "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE", 
                "Type": "PARENT_HANDSHAKE" 
            }, 
            { 
                "Value": "o-aa111bb222", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            }, 
            { 
                "Value": "111122223333", 
                "Type": "ACCOUNT" 
            } 
        ] 
    }
}

• AWS SDK:
• list-handshakes-for-account
• AcceptHandshake

すべての機能を有効にするプロセスの最終処理
招待されたメンバーアカウントすべてが全機能を有効にするリクエストを承認する必要があります。組織
に招待されたメンバーアカウントがない場合、[Enable all features progress] ページにはプロセスを終了で
きる緑色のバナーが表示されます。

最小アクセス許可

組織のすべての機能を有効にするためのプロセスを終了するには、次のアクセス権限が必要で
す。

• organizations:AcceptHandshake
• organizations:ListHandshakesForOrganization
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

AWS Management Console

すべての機能を有効にするプロセスを終了するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. すべての機能の有効化のリクエストがすべての招待されたアカウントによって承認されると、
[Settings] (設定) ページの上部に緑色のボックスが表示されます。緑色のボックスで、[Go to 
finalize] (終了処理に進む) を選択します。

3. [Enable all features] (すべての機能の有効化) ページで [Finalize] (終了する) を選択し、確認ダイア
ログボックスでもう一度 [Finalize] (終了する) を選択します。

4. 現在、組織は、すべての機能が有効になっています。

41

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/list-handshakes-for-account.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_AcceptHandshake.html
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/settings
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/settings/enable-all-features


AWS Organizations ユーザーガイド
すべての機能を有効にするプロセスの最終処理

AWS CLI & AWS SDKs

すべての機能を有効にするプロセスを終了するには

プロセスを終了するには、["Action": "ENABLE_ALL_FEATURES"] でハンドシェイクを承諾する必
要があります。

• AWS CLI:
• list-handshakes-for-organization
• accept-handshake

$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{ 
    "Handshakes": [ 
        { 
            "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE", 
            "Parties": [ 
                { 
                    "Id": "a1b2c3d4e5", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                } 
            ], 
            "State": "OPEN", 
            "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00", 
            "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00", 
            "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES", 
            "Resources": [ 
                { 
                    "Value": "o-aa111bb222", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

次の例は、組織で使用可能なハンドシェイクを一覧表示する方法を示しています。"Id" の値 (出力
の 4 行目) は、次のコマンドに必要な値です。

$ aws organizations accept-handshake \ 
    --handshake-id h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE
{ 
    "Handshake": { 
        "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "a1b2c3d4e5", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            } 
        ], 
        "State": "ACCEPTED", 
        "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00", 
        "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00", 
        "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES", 
        "Resources": [ 
            { 
                "Value": "o-aa111bb222", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
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            } 
        ] 
    }
}

• AWS SDK:
• AcceptHandshake
• AcceptHandshake

次のステップ:

• 使用するポリシータイプを有効にします。その後、ポリシーをアタッチして組織内のアカウントを管理
することができます。詳細については、「AWS Organizations ポリシーの管理 (p. 86)」を参照してく
ださい。

• サポートされているサービスとの統合を有効にします。詳細については、「AWS Organizations を他の
AWSサービスと併用する (p. 238)」を参照してください。

組織に関する詳細の表示
組織の要素の詳細を表示するには、次のタスクを実行します。

トピック
• 管理アカウントを使用した組織の詳細の表示 (p. 43)
• ルートの詳細の表示 (p. 44)
• OU の詳細の表示 (p. 45)
• アカウントの詳細の表示 (p. 46)
• ポリシーの詳細の表示 (p. 48)

管理アカウントを使用した組織の詳細の表示
AWS Organizations コンソールで組織の管理アカウントにサインインすると、組織の詳細を表示できま
す。

最小アクセス許可

組織の詳細を表示するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization

AWS Management Console

組織の詳細を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. 設定ページに移動します。このページには、組織 ID や、組織の管理アカウントに割り当てられて
いるアカウント名と電子メールアドレスなどの組織の詳細が表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

組織の詳細を表示するには
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組織の詳細を表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: describe-organization

次の例は、このコマンドの出力に含まれる情報を示しています。

$ aws organizations describe-organization
{ 
    "Organization": { 
        "Id": "o-aa111bb222", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-aa111bb222", 
        "FeatureSet": "ALL", 
        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::128716708097:account/o-
aa111bb222/123456789012", 
        "MasterAccountId": "123456789012", 
        "MasterAccountEmail": "admin@example.com", 
        "AvailablePolicyTypes": [ ...DEPRECATED - DO NOT USE... ] 
    }
}

Important

AvailablePolicyTypes フィールドは非推奨であり、組織で有効になっているポリシー
に関する正確な情報が含まれません。組織で実際に有効になっているすべてのポリシータ
イプの正確な一覧を確認するには、ListRoots コマンドを使用します。詳しくは、次のセ
クションの AWS CLI に関する部分を参照してください。

• AWS SDK: DescribeOrganization

ルートの詳細の表示
AWS Organizations コンソールで組織の管理アカウントにサインインすると、ルートの詳細を表示できま
す。

最小アクセス許可

ルートの詳細を表示するには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization (コンソールのみ)
• organizations:ListRoots

ルートは、組織単位 (OU) の階層の最上位コンテナであり、通常は OU として動作します。ただし、階層
の最上位にあるコンテナであるルートへの変更は、組織内にある他のすべての OU と AWS アカウント に
影響します。

AWS Management Console

ルートの詳細を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページに移動し、ルート OU (ラジオボタンではなくその名前) を選択します。
3. ルートの詳細ページが表示され、ルートの詳細を確認できます。

AWS CLI & AWS SDKs

ルートの詳細を表示するには
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ルートの詳細を表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: list-roots

次の例は、組織で現在どのポリシータイプが有効になっているかなど、ルートの詳細情報を取得す
る方法を示しています。

$ aws organizations list-roots
{ 
    "Roots": [ 
        { 
            "Id": "r-a1b2", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
            "Name": "Root", 
            "PolicyTypes": [ 
                { 
                    "Type": "BACKUP_POLICY", 
                    "Status": "ENABLED" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

• AWS SDKs: ListRoots

OU の詳細の表示
AWS Organizations コンソールで組織の管理アカウントにサインインすると、組織の OU の詳細を表示で
きます。

最小アクセス許可

組織単位 (OU) の詳細を表示するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要
• organizations:ListOrganizationsUnitsForParent - Organizations コンソールを使用

する場合にのみ必要
• organizations:ListRoots - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要

AWS Management Console

OU の詳細を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、調べたい OU の名前 (ラジオボタンではなく) を選択します。目的の 
OU が別の OU の子 OU である場合は、親 OU の横にある三角形のアイコンを選択して展開する
と、次の階層に子 OU が表示されます。目的の OU が表示されるまで繰り返します。

[Organizational unit details] (組織単位の詳細) ボックスに、OU に関する情報が表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

OU の詳細を表示するには
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次のいずれかのコマンドを使用して、OU の詳細を表示できます。

• AWS CLI、AWS SDK
• list-roots
• list-children
• describe-organizational-unit

次の例は、AWS CLI を使用して OU の ID を見つける方法を示しています。OU ID を見つける
には、階層をトラバースします。はじめに list-roots コマンドを実行します。次に、list-
children をまずルートで実行し、その後は子 OU で、目的の OU ID が見つかるまで繰り返し実行
します。

$ aws organizations list-roots
{ 
    "Roots": [ 
        { 
            "Id": "r-a1b2", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
            "Name": "Root", 
            "PolicyTypes": [] 
        } 
    ]
}
$ aws organizations list-children --parent-id r-a1b2 --child-type ORGANIZATIONAL_UNIT
{ 
    "Children": [ 
        { 
            "Id": "ou-a1b2-f6g7h111", 
            "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT" 
        } 
    ]
}

次の例は、OU の ID を見つけた後に、OU の詳細を取得する方法を示しています。

$ aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id ou-a1b2-
f6g7h111
{ 
    "OrganizationalUnit": { 
        "Id": "ou-a1b2-f6g7h111", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h111", 
        "Name": "Production-Apps" 
    }
}

• AWS SDK:
• ListRoots
• ListChildren
• DescribeOrganizationalUnit

アカウントの詳細の表示
AWS Organizations コンソールで組織の管理アカウントにサインインすると、アカウントの詳細を表示で
きます。
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最小アクセス許可

AWS アカウント の詳細を表示するには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeAccount

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:ListAccounts - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要

AWS Management Console

AWS アカウント の詳細を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページに移動し、調べたいアカウントの名前 (ラジオボタンではなく) を選択し
ます。目的のアカウントが子 OU である場合は、親 OU の横の三角形のアイコン  を選択して展
開し、子 OU を表示します。アカウントが見つかるまで繰り返します。

[Account details] (アカウントの詳細) ボックスに、アカウントに関する情報が表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

AWS アカウント の詳細を表示するには

次のいずれかのコマンドを使用して、アカウントの詳細を表示できます。

• AWS CLI:
• list-accounts - 組織のすべてのアカウントの詳細を一覧表示します。
• describe-account - 指定したアカウントの詳細のみを一覧表示します。

どちらのコマンドでも、レスポンスに含まれる詳細情報は同じです。

次の例は、指定したアカウントの詳細を取得する方法を示しています。

$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{ 
    "Account": { 
        "Id": "123456789012", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aa111bb222/123456789012", 
        "Email": "admin@example.com", 
        "Name": "Example.com Organization's Management Account", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "JoinedMethod": "INVITED", 
        "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00" 
    }
}

• AWS SDK:
• ListAccounts
• DescribeAccount
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ポリシーの詳細の表示
AWS Organizations コンソールで組織の管理アカウントにサインインすると、ポリシーの詳細を表示でき
ます。

最小アクセス許可

ポリシーの詳細を表示するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListPolicies

AWS Management Console

ポリシーの詳細を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. 次のいずれかを実行します。

• ポリシーページに移動し、調べたいポリシーのポリシータイプを選択します。
• AWS アカウント ページに移動し、ポリシーがアタッチされている OU またはアカウントに移

動します。最後に、[Policies] (ポリシー) タブを選択し、アタッチされているポリシーの一覧を
表示します。

3. ポリシーの名前 (ラジオボタンではなく) を選択します。

[Details] (詳細) ページには、JSON ポリシーテキスト、ポリシーがアタッチされている OU とア
カウントの一覧など、ポリシーに関するすべての情報が表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシーの詳細を表示するには

ポリシーの詳細を表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI:
• list-policies
• describe-policy - 指定したポリシーの詳細のみを一覧表示します。

次の例は、調べたいポリシーのポリシー ID を見つける方法を示しています。ポリシータイプは指定
する必要があります。このコマンドは、そのタイプに一致するすべてのポリシーを返します。

$ aws organizations list-policies --filter BACKUP_POLICY
{ 
    "Policies": [ 
        { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "test-backup-policy", 
            "Description": "test-policy-description", 
            "Type": "BACKUP_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        } 
    ]
}
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レスポンスには、JSON ポリシードキュメントを除くすべての詳細情報が含まれます。

次の例は、指定したポリシーの詳細のみを取得する方法を示しています。これには JSON ポリシー
ドキュメントも含まれます。

$ aws organizations describe-policy --policy-id p-i9j8k7l6m5
{ 
    "Policies": [ 
        { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "test-backup-policy", 
            "Description": "test-policy-description", 
            "Type": "BACKUP_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"plans\":{\"My-Backup-Plan\":{\"regions\":{\"@@assign\":[\"us-
west-2\"]},\"rules\":{\"My-Backup-Rule\" 
                   :{\"target_backup_vault_name\":{\"@@assign\":\"My-Primary-Backup-
Vault\"}}},\"selections\":{\"tags\":{ 
                   \"My-Backup-Plan-Resource-Assignment\":{\"iam_role_arn\":
{\"@@assign\":\"arn:aws:iam::$account:role/ 
                   My-Backup-Role\"},\"tag_key\":{\"@@assign\":\"Stage\"},\"tag_value
\":{\"@@assign\":[\"Production\"]}}}}}}}" 
    ]
}

• AWS SDK:
• ListPolicies
• DescribePolicy

管理アカウントの削除による組織の削除
不要になった組織は削除できます。これにより、管理アカウントが組織から削除されると同時に、組織自
体も削除されます。以前の管理アカウントはスタンドアロンの AWS アカウント になります。そうする
と、スタンドアロンのアカウントとして引き続き使用、別の組織を作成するために使用、またはメンバー
アカウントとしてその組織をアカウントに追加するために他の組織からの招待を受け入れる、といった 3 
つのオプションが提示されます。

Important

• 組織を削除した場合、その組織は復元できません。組織内にポリシーを作成していた場合、そ
れらのポリシーも削除され、復元はできません。

• 組織からすべてのメンバーアカウントを消去した場合に限り、組織を削除できます。AWS 
Organizations を使用してメンバーアカウントの一部を作成した場合、それらのアカウントを削
除できなくなる可能性があります。スタンドアロンの AWS アカウント として動作するために
必要な情報すべてがある場合に限り、メンバーアカウントを削除できます。その情報を提供し
てアカウントを削除する方法について詳しくは、メンバーアカウントとしての組織からの登録
解除 (p. 73) を参照してください。

• 組織から削除する前にメンバーアカウントを閉鎖した場合、そのアカウントは一定期間「停
止」状態になり、完全に閉鎖されるまでは組織から削除することができません。この処理には
最大 90 日かかります。すべてのメンバーアカウントが完全に閉鎖されるまでは、組織を削除で
きない場合があります。

組織を削除することで組織から管理アカウントを削除すると、そのアカウントは次の影響を受けます。
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• このアカウントは独自の料金のみを支払うことになり、他のアカウントの料金を支払う責任はなくなり
ます。

• 他のサービスとの統合が無効になる場合があります。たとえば AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) が動作するには組織が必要であるため、IAM Identity Center をサポートする組織
からアカウントを削除すると、そのアカウント内のユーザーが同サービスを使用できなくなります。

組織の管理アカウントが SCP (サービスコントロールポリシー) の影響を受けることはないので、SCP を
利用できなくなってもアクセス許可が変更されることはありません。

最小アクセス許可

組織を削除するには、管理アカウントのユーザーまたはロールとしてサインインし、次の許可を
付与される必要があります。

• organizations:DeleteOrganization
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

AWS Management Console

組織から管理アカウントを削除して組織を削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. 組織を削除する前に、すべてのアカウントを組織から削除する必要があります。詳細について
は、「組織からのメンバーアカウントの削除 (p. 70)」を参照してください。

3. [Settings] (設定) ページに移動し、[Delete organization] (組織の削除) を選択します。
4. [Delete organization] (組織の削除) 確認ダイアログボックスで、テキストボックスの上の行に表示

されている組織の ID を入力します。次に、[Delete organization] (組織の削除) を選択します。
5. (オプション) 管理アカウントも閉鎖する場合は、AWS アカウント の閉鎖 (p. 75) のステップを

実施します。

AWS CLI & AWS SDKs

組織から管理アカウントを削除して組織を削除するには

次のいずれかのコマンドを使用して、組織を削除できます。

• AWS CLI: delete-organization

次の例では、AWS アカウント の認証情報が管理アカウントで使用されている組織を削除していま
す。

$ aws organizations delete-organization

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeleteOrganization
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組織内の AWS アカウント の管理
組織は、一元管理する AWS アカウント の集まりです。組織の一部であるアカウントを管理するには、次
のタスクを実行します。

• 組織のアカウントの詳細を表示します (p. 46)。アカウントの一意の ID 番号、Amazon リソースネーム 
(ARN)、アタッチされているポリシーを確認できます。

• 組織のすべての AWS アカウント のリストをエクスポートします (p. 69)。組織内のすべてのアカウ
ントのアカウントの詳細を含む.csv ファイルをダウンロードできます。

• 既存の AWS アカウント を組織に招待します (p. 52)。招待の作成、作成した招待の管理、招待の承
認または拒否を行います。

• 組織に属するよう AWS アカウント を作成します (p. 61)。自動的に組織に属するよう AWS アカウン
ト を作成してアクセスします。

• 組織内の代替連絡先を更新します (p. 64)。組織内の AWS アカウント の代替連絡先を更新します。
• 組織から AWS アカウント を削除します (p. 70)。管理アカウントの管理者は、管理が不要になった

メンバーアカウントを組織から削除します。メンバーアカウントの管理者として、組織からアカウント
を削除します。管理アカウントによってポリシーがメンバーアカウントにアタッチされている場合は、
アカウントを削除できない場合があります。

• AWS アカウント を削除 (または閉鎖) します (p. 75)。AWS アカウント が不要になった場合は、使用
量や料金が加算されないよう、アカウントを閉鎖できます。

組織への参加に伴う影響
• 組織に参加する AWS アカウントへの影響 (p. 51)
• 組織内に作成される AWS アカウントへの影響 (p. 52)

組織に参加する AWS アカウント への影響
AWS アカウント を組織に招待し、アカウント所有者が招待を受け入れると、その新しいメンバーアカウ
ントには、AWS Organizations によって次の変更が自動的に行われます。

• AWS Organizations は AWSServiceRoleForOrganizations (p. 242) という名前のサービスにリ
ンクされたロールを作成します。組織がすべての機能をサポートする場合、アカウントにはこのロール
が必要です。組織が一括請求機能セットのみをサポートしている場合は、ロールは削除できます。この
ロールを削除した後で組織内のすべての機能を有効にすると、AWS Organizations によってそのアカウ
ントにこのロールが再作成されます。

• 組織のルートや、アカウントを含む OU には、さまざまなポリシーがアタッチされている場合がありま
す。その場合、これらのポリシーは、招待されたアカウントのすべてのユーザーとロールに即座に適用
されます。

• 組織に対して、別の AWS サービスのサービス信頼を有効化 (p. 242)できます。これを行うと、その信
頼されたサービスは、招待されたアカウントを含め、組織内の任意のメンバーアカウントで、サービス
にリンクされた役割を作成したり、アクションを実行したりできます。

Note

招待されたメンバーアカウントの場合、AWS Organizations は IAM ロール
OrganizationAccountAccessRole (p. 67) を自動的に作成しません。このロールは、メンバーア
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カウントへの管理アクセスを管理アカウントのユーザーに付与します。招待されたアカウントに
このレベルの管理上のコントロールを有効にする場合は、ロールを手動で追加します。詳細につ
いては、「招待されたメンバーアカウントの OrganizationAccountAccessRole の作成 (p. 66)」
を参照してください。

一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能のみが有効になっている組織に参加するようアカウントを
招待できます。後で組織のすべての機能を有効にする場合は、招待されたアカウントが変更を承認する必
要があります。

組織内に作成される AWS アカウント への影響
組織内で AWS アカウント を作成すると、その新しいメンバーアカウントには、AWS Organizations に
よって次の変更が自動的に行われます。

• AWS Organizations は AWSServiceRoleForOrganizations (p. 242) という名前のサービスにリ
ンクされたロールを作成します。組織がすべての機能をサポートする場合、アカウントにはこのロール
が必要です。組織が一括請求機能セットのみをサポートしている場合は、ロールは削除できます。この
ロールを削除した後で組織内のすべての機能を有効にすると、AWS Organizations によってそのアカウ
ントにこのロールが再作成されます。

• AWS Organizations は IAM ロール OrganizationAccountAccessRole (p. 67) を作成します。このロー
ルは、新しいメンバーアカウントへのアクセスを管理アカウントに付与します。このロールは削除可
能ではあるものの、復旧オプションとして使用できるよう、削除しないでおくことをお勧めします。

• OU ツリーのルートにアタッチされたポリシー (p. 86)がある場合、それらのポリシーは即時、作成さ
れたアカウントのすべてのユーザーおよびロールに適用されます。新しいアカウントは、デフォルトで
はルート OU に追加されます。

• 組織で別の AWS サービスのサービスを信頼している (p. 242)場合、その信頼されたサービスでは、
サービスにリンクされたロールを作成したり、組織内の任意のメンバーアカウント (作成されたアカウ
ント含む) でアクションを実行したりできます。

組織への AWS アカウント の招待
組織を作成して、管理アカウントに関連付けられたメールアカウントを所有していることを確認したら、
既存の AWS アカウント を組織に参加するように招待できます。

アカウントを招待すると、AWS Organizations よりアカウント所有者に招待が送信され、アカウント所有
者は、その招待を承認または拒否します。AWS Organizations コンソールを使用して他のアカウントに送
信される招待を開始して管理できます。別のアカウントへの招待は、組織の管理アカウントからのみ送信
できます。

Note

すべてのアカウントの請求履歴とレポートは、組織内の支払者アカウントに残ります。アカウン
トを新しい Organization に移動する前に、保持するメンバーアカウントの請求履歴とレポート履
歴をダウンロードしてください。これには、コストと使用状況レポート、詳細な請求レポート、
または Cost Explorer サービスによって生成されたレポートが含まれることがあります。

AWS アカウント の管理者は、組織からの招待を承諾または辞退することができます。受諾する場合は、
アカウントがその組織のメンバーになります。アカウントが参加できる組織は 1 つのみであるため、複数
の招待を受信した場合は、1 つのみ受諾できます。

アカウントが組織への招待を受け入れた時点で、組織の管理アカウントは、新しいメンバーアカウントに
発生するすべての課金に対して責任を負います。そのメンバーアカウントにそれまで適用されていた支払
い方法は使用されなくなります。代わりに、メンバーアカウントに発生したすべての課金の支払いは、組
織の管理アカウントに適用されている支払い方法に基づいて行われます。
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招待されたアカウントが組織に参加する場合、作成したアカウントとは異なり、自動的にそのアカウント
を管理者として完全制御することはできません。招待されたメンバーアカウントに対して完全な管理制御
を行う管理アカウントが必要な場合は、メンバーアカウント内に OrganizationAccountAccessRole
IAM ロールを作成して、そのロールを引き受けるアクセス許可を管理アカウントに付与する必要がありま
す。これを設定するには、招待済みのアカウントがメンバーになった後に、「招待されたメンバーアカウ
ントの OrganizationAccountAccessRole の作成 (p. 66)」のステップを実行します。

Note

既存のアカウントを招待するのではなく、組織内にアカウントを作成する
場合は、AWS Organizations によって自動的に IAM ロール (デフォルト名は
OrganizationAccountAccessRole) が作成されます。このロールを使用して、作成したアカ
ウントへの管理者アクセスを管理アカウントのユーザーに付与できます。

AWS Organizations は招待されたメンバーアカウント内に自動的にサービスにリンクされたロールを作成
し、AWS Organizations と他の AWS のサービス間の統合をサポートします。詳細については、「AWS 
Organizations とサービスにリンクされたロール (p. 242)」を参照してください。

1 日に送信できる招待の数については、最大値および最小値 (p. 359) を参照してください。承諾済みの
招待は、このクォータに対してカウントされません。1 つの招待が承諾されるとすぐ、同じ日に別の招待
を送信できます。各招待は、15 日以内に応答する必要があります。応答しない場合は期限切れとなりま
す。

アカウントへ送られた招待は、組織内のアカウントのクォータに対してカウントされます。招待が辞退さ
れた場合や、管理アカウントによってキャンセルされた場合、または招待の有効期限が切れた場合、その
招待はカウントから差し引かれます。

組織の一部としてアカウントを作成するには、「組織内での AWS アカウント の作成 (p. 61)」を参照
してください。

Important

法的および請求の制約のため、管理アカウントと同じ AWS 販売者と AWS パーティションからの
み AWS アカウント を招待できます。例えば、AWS EMEA 組織内で、AWS Inc. と AWS カナダ
の両方のアカウントを持つことができます。

• 組織内の管理アカウントが Amazon Internet Services Pvt. Ltd. (AISPL) によって作成されてい
る場合、組織内のすべてのアカウントでは、登録販売者が管理アカウントと同じである必要が
あります。例えば、インドの AWS 販売者は、他の AISPL アカウントだけを組織に招待できま
す。AISPL または他の AWS 販売者のアカウントをAWS と結合することはできません。

• 組織内のすべてのアカウントは、AWS パーティションが管理アカウントと同じである必要があ
ります。商用 AWS リージョン パーティションのアカウントは、中国リージョンパーティショ
ンのアカウント、および AWS GovCloud (米国) リージョンパーティションのアカウントと同じ
組織に含めることはできません。

AWS アカウント への招待の送信
組織にアカウントを招待するには、まず管理アカウントに関連付けられたメールアドレスを所有している
ことを検証する必要があります。詳細については、「E メールアドレスの検証 (p. 35)」を参照してくださ
い。メールアドレスを検証したら、次のステップを実施してアカウントを組織に招待します。

最小アクセス許可

AWS アカウント を組織に招待するには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization (コンソールのみ)
• organizations:InviteAccountToOrganization
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AWS Management Console

別のアカウントを組織に招待するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. AWS でメールアドレスをすでに検証している場合には、このステップをスキップします。

まだメールアドレスを検証していない場合には、組織の作成から 24 時間以内に E メールアドレ
スの検証 (p. 35)の手順を実施します。検証メールが届くまでには時間がかかる場合があります。
メールアドレスの検証が完了したら、アカウントを組織に招待できます。

3. [AWS アカウント] ページに移動し、[Add an AWS account] (AWS アカウントを追加する) を選択
します。

4. [Add an AWS アカウント] (AWS アカウント を追加する) ページで、[Invite an existing AWS 
account] (既存の AWS アカウントを招待する) を選択します。

5. [Invite an existing AWS] (既存の を招待する) ページで、[Email address or account ID of the AWS 
アカウント to invite] (招待する E メールアドレスまたはアカウント ID) に、招待するアカウント
に関連付けられた E メールアドレスか、そのアカウントの ID 番号を入力します。

6. (オプション) [Message to include in the invitation email message] (招待メールに含めるメッセー
ジ) で、招待するアカウントの所有者に送る、メールによる招待に含める文章を入力します。

7. (オプション) [Add tags] (タグの追加) セクションで、招待がアカウント管理者によって承諾され
たときに自動的にアカウントに適用する 1 つ以上のタグを指定します。これを行うには、[Add 
tag] (タグの追加) を選択してから、キーとオプションの値を入力します。値を空白のままにする
と、空の文字列が設定され、null にはなりません。1 つの AWS アカウント に最大 50 個のタグ
をアタッチできます。

8. [Send invitation] (招待の送信) を選択します。

Important

組織内のアカウントのクォータを超過した、または組織がまだ初期化中であるためアカ
ウントを追加できないというメッセージが表示された場合は、AWS Support までお問い
合わせください。

9. コンソールは自動的に [Invitations] (招待) ページに移動します。このページで、保留中または承
諾済みのすべての招待を確認できます。作成した招待がリストの上部に表示され、ステータスが
OPEN に設定されます。

AWS Organizations によって、組織に招待したアカウント所有者の Eメールアドレスに招待が送
信されます。このメールには、AWS Organizations コンソールへのリンクが含まれます。このリ
ンクを使用して、アカウント所有者は詳細を表示し、招待を承諾または辞退することができま
す。招待されたアカウントの所有者は、このメールからではなく直接 AWS Organizations コン
ソールに移動して招待を表示し、承諾または辞退することも可能です。

このアカウントへの招待は、組織内で保持できるアカウントの上限数に対してすぐにカウントさ
れます。AWS Organizations は、アカウントが招待を承諾するまで待ちません。招待が辞退され
た場合は、管理アカウントはその招待をキャンセルします。招待されたアカウントが指定された
期間内に応答しない場合、招待は期限切れになります。どちらの場合も、招待はクォータに対し
てカウントされなくなります。

AWS CLI & AWS SDKs

別のアカウントを組織に招待するには

他のアカウントを参加するよう組織を招待するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: invite-account-to-organization
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$ aws organizations invite-account-to-organization \ 
    --target '{"Type": "EMAIL", "Id": "juan@example.com"}' \ 
    --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's organization."
{ 
    "Handshake": { 
        "Action": "INVITE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/
h-examplehandshakeid111", 
        "ExpirationTimestamp": 1482952459.257, 
        "Id": "h-examplehandshakeid111", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "o-exampleorgid", 
                 "Type": "ORGANIZATION" 
            }, 
            { 
                 "Id": "juan@example.com", 
                 "Type": "EMAIL" 
            } 
        ], 
        "RequestedTimestamp": 1481656459.257, 
        "Resources": [ 
            { 
                "Resources": [ 
                    { 
                        "Type": "MASTER_EMAIL", 
                        "Value": "bill@amazon.com" 
                    }, 
                    { 
                         "Type": "MASTER_NAME", 
                         "Value": "Management Account" 
                    }, 
                    { 
                         "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET", 
                         "Value": "FULL" 
                    } 
                ], 
                "Type": "ORGANIZATION", 
                "Value": "o-exampleorgid" 
            }, 
            { 
                "Type": "EMAIL", 
                "Value": "juan@example.com" 
            } 
        ], 
        "State": "OPEN" 
    }
}

• AWS SDK: InviteAccountToOrganization

組織の保留中の招待の管理
管理アカウントにサインインすると、組織にリンクされているすべての AWS アカウント の表示と、保留
中 (オープン) の招待のキャンセルが可能です。そのためには、以下の手順を完了します。

最小アクセス許可

組織の保留中の招待を管理するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要
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• organizations:ListHandshakesForOrganization
• organizations:CancelHandshake

AWS Management Console

組織から別のアカウントへ送信される招待を表示またはキャンセルするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Invitations] (招待) ページに移動します。

組織から送信されたすべての招待と、各招待の現在のステータスが表示されます。

Note

承諾済み、キャンセル、および拒否された招待は、30 日間リストに表示され続けます。
その後は削除され、リストに表示されなくなります。

3. キャンセルする招待の横にあるラジオボタン  を選択してから、[Cancel invitation] (招待をキャ
ンセルする) を選択します。ラジオボタンが灰色で表示されている場合、その招待はキャンセルで
きません。

招待のステータスが [OPEN] (オープン) から [CANCELED] (キャンセル済み) に変更されます。

AWS よりアカウント所有者に、招待がキャンセルされたことがメールで通知されます。新しく招
待を送信しない限り、対象アカウントで組織に参加することはできません。

AWS CLI & AWS SDKs

組織から別のアカウントへ送信される招待を表示またはキャンセルするには

招待を表示またはキャンセルするには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: list-handshakes-for-organization、cancel-handshake
• 以下は、組織から他のアカウントに送信された招待の例です。

$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{ 
    "Handshakes": [ 
        { 
            "Action": "INVITE", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111", 
            "ExpirationTimestamp": 1482952459.257, 
            "Id": "h-examplehandshakeid111", 
            "Parties": [ 
                { 
                    "Id": "o-exampleorgid", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                }, 
                { 
                    "Id": "juan@example.com", 
                    "Type": "EMAIL" 
                } 
            ], 
            "RequestedTimestamp": 1481656459.257, 
            "Resources": [ 
                { 
                    "Resources": [ 
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                        { 
                            "Type": "MASTER_EMAIL", 
                            "Value": "bill@amazon.com" 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "MASTER_NAME", 
                            "Value": "Management Account" 
                        }, 
                        { 
                            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET", 
                            "Value": "FULL" 
                        } 
                    ], 
                    "Type": "ORGANIZATION", 
                    "Value": "o-exampleorgid" 
                }, 
                { 
                    "Type": "EMAIL", 
                    "Value": "juan@example.com" 
                }, 
                { 
                    "Type":"NOTES", 
                    "Value":"This is an invitation to Juan's account to join Bill's 
 organization." 
                } 
            ], 
            "State": "OPEN" 
        }, 
        { 
            "Action": "INVITE", 
            "State":"ACCEPTED", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111", 
            "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9, 
            "Id": "h-examplehandshakeid222", 
            "Parties": [ 
                { 
                    "Id": "o-exampleorgid", 
                    "Type": "ORGANIZATION" 
                }, 
                { 
                    "Id": "anika@example.com", 
                    "Type": "EMAIL" 
                } 
            ], 
            "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9, 
            "Resources": [ 
                { 
                    "Resources": [ 
                        { 
                            "Type":"MASTER_EMAIL", 
                             "Value":"bill@example.com" 
                        }, 
                        { 
                            "Type":"MASTER_NAME", 
                            "Value":"Management Account" 
                        } 
                    ], 
                    "Type":"ORGANIZATION", 
                    "Value":"o-exampleorgid" 
                }, 
                { 
                    "Type":"EMAIL", 
                    "Value":"anika@example.com" 
                }, 
                { 
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                    "Type":"NOTES", 
                    "Value":"This is an invitation to Anika's account to join Bill's 
 organization." 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

次の例は、アカウントへの招待をキャンセルする方法を示しています。

$ aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{ 
    "Handshake": { 
        "Id": "h-examplehandshakeid111", 
        "State":"CANCELED", 
        "Action": "INVITE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/
h-examplehandshakeid111", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "o-exampleorgid", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            }, 
            { 
                "Id": "susan@example.com", 
                "Type": "EMAIL" 
            } 
        ], 
        "Resources": [ 
            { 
                "Type": "ORGANIZATION", 
                "Value": "o-exampleorgid", 
                "Resources": [ 
                    { 
                        "Type": "MASTER_EMAIL", 
                        "Value": "bill@example.com" 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "MASTER_NAME", 
                        "Value": "Management Account" 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET", 
                        "Value": "CONSOLIDATED_BILLING" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "Type": "EMAIL", 
                "Value": "anika@example.com" 
            }, 
            { 
                "Type": "NOTES", 
                "Value": "This is a request for Susan's account to join Bob's 
 organization." 
            } 
        ], 
        "RequestedTimestamp": 1.47008383521E9, 
        "ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9 
    }
}

• AWS SDK: ListHandshakesForOrganization、CancelHandshake
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組織からの招待の承認または拒否
組織への招待が AWS アカウント に送られてきた場合、招待を承認または拒否することができます。その
ためには、以下の手順を完了します。

Note

組織に対するアカウントのステータスは、表示できるコストと使用状況のデータに影響します。

• メンバーアカウントが組織を離れてスタンドアロンアカウントになると、そのアカウントは組
織のメンバーであったときのコストと使用状況のデータにアクセスできなくなります。アカウ
ントがアクセスできるのは、スタンドアロンアカウントとして生成されたデータのみです。

• メンバーアカウントが組織 A を離れ組織 B に参加すると、そのアカウントは組織 A のメンバー
であったときのコストと使用状況のデータにアクセスできなくなります。アカウントがアクセ
スできるのは、組織 B のメンバーとして生成されたデータのみです。

• アカウントが以前に属していた組織に再参加すると、そのアカウントはコストと使用状況デー
タの履歴へのアクセスを再び許可されます。

Note

メンバーアカウントおよびスタンドアロンアカウントのみが、組織への招待を承諾または拒否
することができます。既に AWS 組織に参加している管理アカウントに招待状が送信された場
合、そのアカウントは、組織からすべてのメンバーアカウントを削除 (p. 70) し、組織を削
除 (p. 49) しない限り、招待状を受け入れることができません。
最小アクセス許可

AWS 組織への招待を承認または拒否するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:ListHandshakesForAccount - AWS Organizations コンソールで招待のリ
ストを表示するために必要です。

• organizations:AcceptHandshake.
• organizations:DeclineHandshake.
• iam:CreateServiceLinkedRole - 招待を承諾する際に、他の AWS のサービスとの統合を

サポートするためにサービスにリンクされたロールをアカウント内に作成する必要がある場
合にのみ必須です。詳細については、「AWS Organizations とサービスにリンクされたロー
ル (p. 242)」を参照してください。

AWS Management Console

招待を承諾または辞退するには

1. 組織への招待は、アカウント所有者の Eメールアドレスに送信されます。アカウント所有者が招
待メールを受け取ったら、そのメール内の手順に従うか、ブラウザで AWS Organizations コン
ソールに移動し、[Invitations] (招待) を選択します。または、[member account's Invitation] (メン
バーアカウントの招待) ページに直接移動することもできます。

2. プロンプトが表示されたら、招待されたアカウントに IAM ユーザーとしてサインインする
か、IAM ロールを引き受けるか、アカウントのルートユーザー (推奨されません) としてサインイ
ンします。

3. メンバーアカウントの招待ページには、保留中の組織への招待が表示されます。

必要に応じて [Accept invitation] (招待を承諾) または [Decline invitation] (招待を辞退) を選択しま
す。

• 前のステップで [Accept invitation] (招待を承諾) を選択した場合、コンソールは自動的に組織の
概要ページにリダイレクトされます。このページで、メンバーアカウントになることを承諾し
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た組織についての詳細を確認できます。組織の ID および所有者の Eメールアドレスが表示され
ます。

Note

承諾済みの招待は、30 日間リストに表示され続けます。その後は削除されリストに表
示されなくなります。

AWS Organizations は新しいメンバーアカウント内に自動的にサービスにリンクされたロール
を作成し、AWS Organizations と他の AWS のサービス間の統合をサポートします。詳細につ
いては、「AWS Organizations とサービスにリンクされたロール (p. 242)」を参照してくださ
い。

AWS より組織の管理アカウントの所有者に、招待が承諾されたことがメールで通知されます。
また、メンバーアカウントの所有者に、組織のメンバーになったことがメールで通知されま
す。

• 前述のステップで辞退を選択した場合、アカウントは、その他の保留中の招待が表示されてい
るメンバーアカウントの招待ページにそのまま表示され続けます。

AWS より組織の管理アカウントの所有者に、招待が辞退されたことがメールで通知されます。
Note

拒否された招待は、30 日間リストに表示され続けます。その後は削除されリストに表
示されなくなります。

AWS CLI & AWS SDKs

招待を承諾または辞退するには

招待を承諾または拒否するには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: accept-handshake、decline-handshake

次の例は、組織への招待を承諾する方法を示しています。

$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{ 
    "Handshake": { 
        "Action": "INVITE", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/
h-examplehandshakeid111", 
        "RequestedTimestamp": 1481656459.257, 
        "ExpirationTimestamp": 1482952459.257, 
        "Id": "h-examplehandshakeid111", 
        "Parties": [ 
            { 
                "Id": "o-exampleorgid", 
                "Type": "ORGANIZATION" 
            }, 
            { 
                "Id": "juan@example.com", 
                "Type": "EMAIL" 
            } 
        ], 
        "Resources": [ 
            { 
                "Resources": [ 
                    { 
                        "Type": "MASTER_EMAIL", 
                        "Value": "bill@amazon.com" 
                    }, 
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                    { 
                        "Type": "MASTER_NAME", 
                        "Value": "Management Account" 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET", 
                         "Value": "ALL" 
                    } 
                ], 
                "Type": "ORGANIZATION", 
                "Value": "o-exampleorgid" 
            }, 
            { 
                "Type": "EMAIL", 
                "Value": "juan@example.com" 
            } 
        ], 
        "State": "ACCEPTED" 
    }
}

次の例は、組織への招待を辞退する方法を示しています。
• AWS SDK: AcceptHandshake、DeclineHandshake

組織内での AWS アカウント の作成
このページでは、AWS Organizations の組織内でアカウントを作成する方法について説明します。AWS の
開始方法と 1 つの AWS アカウント の作成方法については、ご利用開始のためのリソースセンターを参照
してください。

組織は、一元管理する AWS アカウント の集まりです。組織の一部であるアカウントを管理するには、次
の手順を実行します。

• 組織に属する AWS アカウント の作成 (p. 62)
• 管理アカウントのアクセスロールを持つメンバーアカウントへのアクセス (p. 67)

Important

• 組織でメンバーアカウントを作成すると、AWS Organizations は AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロール OrganizationAccountAccessRole をメンバーアカウントで自
動的に作成します。このロールにより、管理アカウントのユーザーおよびロールがメンバーア
カウントを完全に管理コントロールを実行できるようになります。このロールは、メンバーア
カウントに適用されるすべてのサービスコントロールポリシー (SCP)  (p. 113)の対象となり
ます。

また、AWS Organizations は OrganizationAccountAccessRole ロールを持つマネージド
ポリシーをメンバーアカウントに自動的に追加します。これにより、集中管理が可能となり、
同じマネージドポリシーに関連付けられた追加アカウントは、ポリシーが更新されるたびに自
動的に更新されます。以前は、新しく組織内に作成されたアカウントは、その単一のアカウン
トにのみ適用されるインラインポリシーが追加されていました。インラインおよびマネージド
ポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポ
リシー」を参照してください。

また、AWS Organizations によって AWSServiceRoleForOrganizations という名前の、
サービスにリンクされたロールも自動的に作成されます。このロールを使用すると、特定の 
AWS サービスとの統合が可能です。統合を許可するように他のサービスを設定する必要があり
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ます。詳細については、「AWS Organizations とサービスにリンクされたロール (p. 242)」を
参照してください。

• この組織が AWS Control Tower で管理されている場合は、AWS Control Tower コンソー
ルまたは API で AWS Control Tower Account Factory を使用し、アカウントを作成しま
す。Organizations でアカウントを作成する場合、そのアカウントは AWS Control Tower には
登録されません。詳細については、AWS Control Tower ユーザーガイドの AWS Control Tower 
外のリソースを参照するを参照してください。

Note

組織に属するよう作成した AWS アカウント は、自動的に AWS マーケティングメールに登録さ
れることはありません。マーケティングメールを受信するようアカウントをオプトインするに
は、https://pages.awscloud.com/communication-preferences を参照してください。

組織に属する AWS アカウント の作成
組織の管理アカウントにサインインすると、自動的に組織に属するよう、メンバーアカウントを作成する
ことができます。そのためには、以下の手順を完了します。

後述の手順に沿ってアカウントを作成すると、Organizations は次の情報を管理アカウントから新しいメン
バーアカウントに自動的にコピーします。

• アカウント名
• 電話番号
• 会社名
• 顧客 URL
• 会社の連絡先メールアドレス
• コミュニケーション言語
• Marketplace (一部の AWS リージョン のアカウントのベンダー)

スタンドアロンアカウントとして動作するアカウントについては、必須情報すべてが AWS によって自動
的に収集されるわけではありません。組織からアカウントを削除してスタンドアロンアカウントにするに
は、削除する前に、そのアカウントの情報を入力する必要があります。詳細については、「メンバーアカ
ウントとしての組織からの登録解除 (p. 73)」を参照してください。

最小アクセス許可

組織にメンバーアカウントを作成するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:CreateAccount
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要
• iam:CreateServiceLinkedRole (メンバーアカウントに必要なサービスリンクロールを作

成できるようにプリンシパル organizations.amazonaws.com に付与されます)。

AWS Management Console

自動的に組織に属するよう AWS アカウント を作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、[Add an AWS アカウント] ( を追加) を選択します。
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3. [Add an AWS アカウント] ( を追加) ページで、[Create an AWS アカウント] ( を作成) を選択しま
す (デフォルトで選択されています)。

4. [Create an AWS アカウント] ( を作成) ページの [AWS アカウント name] ( 名) に、アカウントに
割り当てる名前を入力します。この名前は、アカウントを組織内の他のアカウントと区別する際
に役立ちます。IAM エイリアスや所有者のメールの名前とは異なります。

5. [Email address of the account's owner] (アカウント所有者のメールアドレス) に、アカウントの
所有者のメールアドレスを入力します。このメールアドレスは、アカウントのルートユーザーの
ユーザー名認証情報として使用されるため、すでに別の AWS アカウント と関連付けられている
メールアドレスは使用できません。

6. (オプション) 新しいアカウント内に自動で作成される IAM ロールに割り当てる名前を指定し
ます。このロールは、組織の管理アカウントに、新しく作成されたメンバーアカウントへの
アクセス許可を付与します。名前を指定しない場合、AWS Organizations はデフォルトの名
前、OrganizationAccountAccessRole のロールを付与します。一貫性を保つため、すべて
のアカウントでデフォルトの名前を使用することをお勧めします。

Important

このロールの名前を忘れないでください。後で、管理アカウントのユーザーおよびロー
ルの新しいアカウントにアクセス権限を付与する際に必要になります。

7. (オプション) [Add tags] (タグの追加)セクションで、[Add tag] (タグの追加) を選択してキーとオ
プションの値を入力し、新しいアカウントに 1 つ以上のタグを追加します。値を空白のままにす
ると、空の文字列が設定され、null にはなりません。1 つのアカウントに最大 50 個のタグをア
タッチできます。

8. [Create]AWS アカウント (作成) を選択します。

• 組織のアカウントクォータを超えたことを示すエラーが表示された場合は、組織にアカウント
を追加しようとすると「クォータを超えました」というメッセージが表示される (p. 367) を
参照してください。

• 組織がまだ初期化中であるため、アカウントを追加できないことを示すエラーが表示された場
合は 1 時間待ってから、もう一度試してください。

• AWS CloudTrail ログの情報でアカウントの作成が成功したかどうかを確認することもできま
す。詳細については、「AWS Organizationsでのログ記録とモニタリング (p. 349)」を参照し
てください。

• エラーが引き続き発生する場合は、AWS Support までお問い合わせください。

AWS アカウント ページが表示され、新しいアカウントがリストに追加されます。
9. これで、管理アカウントのユーザーに管理者アクセスを付与する IAM ロールを持つアカウントが

できました。このアカウントにアクセスするには、組織のメンバーアカウントへのアクセスと管
理 (p. 64) のステップを実施します。

Note

新しいアカウントを作成すると、AWS Organizations ではまず、ランダムに生成された長く 
(64 字) 複雑なパスワードをルートユーザーに割り当てます。この初期パスワードを再び取得
することはできません。root ユーザーとしてアカウントに初めてアクセスする場合は、パス
ワード復旧プロセスを行う必要があります。詳細については、「ルートユーザーとしてのメ
ンバーアカウントへのアクセス (p. 65)」を参照してください。

AWS CLI & AWS SDKs

自動的に組織に属するよう AWS アカウント を作成するには

アカウントを作成するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: create-account
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$ aws organizations create-account \ 
    --email susan@example.com \ 
    --account-name "Production Account"
{ 
        "CreateAccountStatus": { 
                "State": "IN_PROGRESS", 
                "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111" 
        }
}

その後、次のコマンドを使用してアカウント作成の状態を確認できます。

$ aws organizations describe-create-account-status \ 
    --create-account-request-id car-examplecreateaccountrequestid111
{ 
  "CreateAccountStatus": { 
    "State": "SUCCEEDED", 
    "AccountId": "555555555555", 
    "AccountName": "Production account", 
    "RequestedTimestamp": 1470684478.687, 
    "CompletedTimestamp": 1470684532.472, 
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111" 
  }
}

• AWS SDK: CreateAccount

組織の代替連絡先の更新
組織内のアカウントの代替連絡先を更新する場合は、AWS Organizations コンソールを使用するか、AWS 
CLI または AWS SDK を使用してプログラムで行います。代替連絡先の更新方法については、「AWS アカ
ウント管理リファレンス」の「代替連絡先へのアクセスまたは更新」を参照してください。

組織の主な連絡先情報の更新
AWS 組織コンソールを使用するか、AWS CLI または AWS SDK を使用してプログラムで、組織内のアカ
ウントの主要な連絡先情報を更新できます。主要連絡先情報を更新する方法については、「AWS Account 
Management Reference」( アカウント管理リファレンス) の「Accessing or updating the primary account 
contact」(主要アカウント連絡先へのアクセスと更新) を参照してください。

組織内で有効な AWS リージョン の更新
AWS Organizations コンソールを使用して、組織内のアカウントで有効な AWS リージョン を更新でき
ます。有効な AWS リージョン を更新する方法については、「AWS アカウント管理リファレンス」の
「Specifying which AWS リージョン your account can use」(アカウントで使用できる AWS リージョン の
指定) を参照してください。

組織のメンバーアカウントへのアクセスと管理
組織でアカウントを作成すると、ルートユーザーに加えて、OrganizationAccountAccessRole とい
うデフォルト名の IAM ロールが AWS Organizations によって自動的に作成されます。名前は作成時に個
別に指定できますが、アカウント全体で一貫性のある名前を使用することをお勧めします。このガイドで
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は、ロールをデフォルト名で表記します。AWS Organizations はこれ以外のユーザーまたはロールを作成
することはありません。組織のアカウントにアクセスするには、次のいずれかの方法を使用する必要があ
ります。

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

• AWS Organizations の一部として提供されるツールを使用してアカウントを作成する場合、事前に設定
済みの OrganizationAccountAccessRole というロールを使用してアカウントにアクセスします。
このロールは、この方法で作成されるすべての新しいアカウントに存在します。「管理アカウントのア
クセスロールを持つメンバーアカウントへのアクセス (p. 67)」を参照してください。

• 既存のアカウントを組織に招待し、そのアカウントによって招待が承諾されると、招待されたメン
バーアカウントへのアクセスを管理アカウントに許可する IAM ロールを作成できるようになりま
す。このロールは、AWS Organizations で作成されたアカウントに自動的に追加されるロールと同一
であることを意図しています。このロールの作成については、「招待されたメンバーアカウントの 
OrganizationAccountAccessRole の作成 (p. 66)」を参照してください。ロールの作成が完了したら、
「管理アカウントのアクセスロールを持つメンバーアカウントへのアクセス (p. 67)」のステップを使
用してアクセスできます。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用し、IAM Identity Center の信頼され
たアクセスを AWS Organizations で有効にします。これにより、ユーザーは企業の認証情報を使用して 
AWS アクセスポータルにサインインし、割り当てられている管理アカウントまたはメンバーアカウント
内のリソースにアクセスできます。

詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドのマル
チアカウント許可を参照してください。IAM Identity Center への信頼されたアクセス設定については、
「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) および AWS Organizations (p. 316)」
を参照してください。

最小アクセス許可

組織の別のアカウントから AWS アカウント にアクセスするには、次のアクセス許可が必要で
す。

• sts:AssumeRole - Resource 要素は、アスタリスク (*) に設定するか、新しいメンバーアカ
ウントにアクセスする必要のあるユーザーが含まれるアカウントのアカウント ID 番号に設定す
る必要があります。

ルートユーザーとしてのメンバーアカウントへのアク
セス
新しいアカウントを作成すると、AWS Organizations ではまず、文字長が最低でも 64 文字のパスワード
を root ユーザーに割り当てます。すべての文字はランダムに生成され、特定の文字セットが登場する保証
もありません。この初期パスワードを再び取得することはできません。root ユーザーとしてアカウントに
初めてアクセスする場合は、パスワード復旧プロセスを行う必要があります。

メモ

• ベストプラクティスとして、ルートユーザーは、アクセス許可を制限した他のユーザーやロー
ルの作成にのみ使用し、それ以外のアカウントへのアクセスには使用しないことをお勧めしま
す。復旧プロセスが完了したら、ユーザーまたはロールでサインインします。
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OrganizationAccountAccessRole の作成

• また、ルートユーザーに多要素認証 (MFA) を設定することをお勧めします。パスワードをリ
セットし、root ユーザーに MFA デバイスを割り当てることができます。

• 正しくない E メールアドレスを使用して組織のメンバーアカウントを作成すると、ルートユー
ザーとしてアカウントにサインインできません。サポートが必要な場合は、AWS Billing and 
Support にお問い合わせください。

AWS Management Console

メンバーアカウントのルートユーザーの新しいパスワードをリクエストするには

1. AWS コンソールの [Sign in] (サインイン) ページ (https://console.aws.amazon.com/) に移動しま
す。すでに AWS にサインインしている場合は、サインアウトしてサインインページに移動する
必要があります。

2. [サインイン] ページに [アカウント ID またはエイリアス]、[IAM ユーザー名]、[パスワード] の 
3 つのテキストボックスが表示されている場合は、次に [Sign-in using root account credentials 
(ルートアカウントの資格情報を使ってサインイン)] を選択します。

3. AWS アカウント に関連付けられているメールアドレスを入力し、[Next] (次へ) を選択します。
4. [パスワードをお忘れですか?] を選択し、新しいパスワードにリセットするために必要な情報を

入力します。これを行うには、アカウントに関連付けられている E メールアドレスに送信される
メールにアクセスできる必要があります。

招待されたメンバーアカウントの 
OrganizationAccountAccessRole の作成
デフォルトでは、組織の一部としてメンバーアカウントを作成すると、そのアカウントに AWS 
が自動的に作成するロールにより、そのロールを引き受けることができる管理アカウントの IAM 
ユーザーに、管理者用のアクセス許可が付与されます。デフォルトでは、そのロールの名前は
OrganizationAccountAccessRole です。詳細については、「管理アカウントのアクセスロールを持
つメンバーアカウントへのアクセス (p. 67)」を参照してください。

しかし、組織に招待するメンバーアカウントに、管理者ロールが自動的に作成されることはありませ
ん。次の手順に従って、手動で行います。これにより、ロールはコピーされ、作成されたアカウント
に自動的に設定されます。一貫性と覚えやすさの点から、手動で作成したロールには、同一の名前 
(OrganizationAccountAccessRole) を使用されることをお勧めします。

AWS Management Console

メンバーアカウントの AWS Organizations 管理者ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) にサインインします。メンバーアカウン
トで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとし
てサインインする (推奨されません) 必要があります。使用するユーザーまたはロールには、IAM 
ロールとポリシーを作成するアクセス許可が必要です。

2. IAM コンソールで、[Roles] (ロール) に移動し、[Create Role] (ロールの作成) を選択します。
3. [Another AWS アカウント] (別の AWS アカウント) を選択します。
4. 管理者用のアクセス許可を付与する管理者アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を入力し、

[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。

このロールの場合、アカウントは会社内部で使用するため、[Require external ID] (外部 ID が
必要) は選択しないでください。外部 ID オプションの詳細については、IAM ユーザーガイドの
When Should I Use the External ID? を参照してください。
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5. MFA が有効化され設定されている場合は、オプションで、MFA デバイスを使用した認証を求
めるように設定できます。MFA の詳細については、IAM ユーザーガイドの Using Multi-Factor 
Authentication (MFA) in AWS を参照してください。

6. [アクセス権限ポリシーをアタッチする] のページで、AdministratorAccess という名前の 
AWS 管理ポリシーを選択し、[次のステップ: タグ] を選択します。

7. [タグの追加 (オプション)] ページで、[次へ: 確認)] を選択します。
8. [Review] ページで、ロール名と説明 (オプション) を指定します。新しいアカウントのロールに割

り当てられたデフォルト名との整合性を保つために、OrganizationAccountAccessRole を
使用されることをお勧めします。変更をコミットするには、[ロールの作成] を選択します。

9. 新しいロールが、使用可能なロールのリストに表示されます。新しいロールの名前を選択して詳
細を表示します。その際、表示されるリンクの URL に注意します。ロールへのアクセスが必要
なメンバーアカウントのユーザーにこの URL を通知します。また、ステップ 15 で必要になる 
[ロール ARN] も書き留めます。

10. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) にサインインします。今回は、ポリシー
を作成し、そのポリシーをユーザーまたはグループに割り当てるアクセス許可を持つ管理アカウ
ントのユーザーとしてサインインします。

11. [ポリシー] に移動し、[ポリシーの作成] を選択します。
12. [Service] で、[STS] を選択します。
13. [Actions] (アクション) で、[Filter] (フィルター) ボックスに「AssumeRole」と入力し始め、表示

されたら、横のチェックボックスをオンにします。
14. [リソース] を選択し、[指定] が選択されていることを確認して、[ARN の追加] を選択します。
15. AWS メンバーアカウント ID 番号を入力し、ステップ 1～8 で作成したロールの名前を入力しま

す。[Add] (追加) を選択します。
16. 複数のメンバーアカウントのロールを引き受けるためのアクセス権限を付与する場合は、アカウ

ントごとにステップ 14 と 15 を繰り返します。
17. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
18. 新しいポリシーの名前を入力し、[ポリシーの作成] を選択して変更を保存します。
19. ナビゲーションペインで [グループ] を選択し、メンバーアカウントの管理を委任するグループの

名前 (チェックボックスではない) を選択します。
20. [アクセス許可] タブを選択します。
21. [Attach Policy] (ポリシーのアタッチ) を選択し、ステップ 11～18 で作成したポリシーを選択して

から、[Attach Policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

選択したグループのメンバーであるユーザーは、ステップ 9 で取得した URL より、各メンバーアカウン
トのロールにアクセスできるようになりました。こうしたメンバーアカウントには、組織内に作成したア
カウントにアクセスする場合と同様にアクセスすることができます。メンバーアカウントを管理するロー
ルの使用の詳細については、「管理アカウントのアクセスロールを持つメンバーアカウントへのアクセ
ス (p. 67)」を参照してください。

管理アカウントのアクセスロールを持つメンバーアカ
ウントへのアクセス
AWS Organizations コンソールを使用してメンバーアカウントを作成すると、AWS Organizations によっ
て、OrganizationAccountAccessRole という名前の IAM ロールがアカウントに自動的に作成されま
す。このロールには、メンバーアカウントの完全な管理権限が含まれます。このロールのアクセスの範囲
には、管理アカウント内のすべてのプリンシパルが含まれます。これにより、ロールは組織の管理アカウ
ントにそのアクセスを許可するように構成されます。招待されたメンバーアカウントと同一のロールを作
成するには、「招待されたメンバーアカウントの OrganizationAccountAccessRole の作成 (p. 66)」の
ステップを実行します。このロールを使用してメンバーアカウントにアクセスするには、ロールを引き受
けるアクセス許可を持つ管理アカウントのユーザーでサインインする必要があります。このアクセス権限
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を設定するには、次の手順を行います。メンテナンスしやすいように、アクセス権限は、ユーザーではな
くグループに付与することをお勧めします。

AWS Management Console

管理アカウントの IAM グループのメンバーにアクセス許可を付与して、ロールにアクセスす
るには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に管理者用のアクセス許可を持つ管理ア
カウントのユーザーとしてサインインします。これは、メンバーアカウントのロールにアクセス
するユーザーが属する IAM グループにアクセス許可を委任するために必要です。

2. まず、後で必要になる管理ポリシーを Step 11 (p. 68) で作成します。

ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、[Create Policy (ポリシーの作成)] を選
択します。

3. [ビジュアルエディタ] タブで、[サービスの選択] を選択し、検索ボックスに STS と入力してリス
トをフィルタリングし、[STS] オプションを選択します。

4. [アクション] セクションで、検索ボックスに assume と入力してリストをフィルタリングし、
[AssumeRole] オプションを選択します。

5. [リソース] セクションで [特定] を選択し、[ARN を追加してアクセスを制限] を選択し
た後、メンバーアカウント番号と前のセクションで作成したロールの名前を入力します 
(OrganizationAccountAccessRole という名前を指定することをお勧めします)。

6. ダイアログボックスに正しい ARN が表示されたら、[追加] を選択します。
7. (オプション) 多要素認証 (MFA) が必要な場合や、指定された IP アドレス範囲からロールへのア

クセスを制限する場合、[リクエスト条件] セクションを展開し、適用するオプションを選択しま
す。

8. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
9. [名前] フィールドにポリシーの名前を入力します。例:

GrantAccessToOrganizationAccountAccessRole。オプションとして説明を追加すること
もできます。

10. [ポリシーの作成] を選択してポリシーを保存します。
11. ポリシーが使用可能になったので、グループにアタッチできます。

ナビゲーションペインで、[グループ] を選択してから、メンバーアカウントのロールを引き受け
るメンバーが属するグループの名前 (チェックボックスではない) を選択します。必要に応じて、
新しいグループを作成できます。

12. [アクセス許可] タブを選択し、[管理ポリシー] で [ポリシーのアタッチ] を選択します。
13. (オプション) [検索] ボックスに、ポリシー名を入力し始めると、「Step 2 (p. 68)」から「Step 

10 (p. 68)」で作成したポリシーの名前が表示されるまで、リストをフィルタリングできま
す。[Policy Type] (ポリシータイプ)、[Customer Managed] (カスタマー管理ポリシー) の順に選択
すると、すべての AWS 管理ポリシーをフィルタリングできます。

14. ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

これで、グループのメンバーである IAM ユーザーに、次の手順に従って AWS Organizations コンソールで
新しいロールに切り替えられるアクセス許可が付与されました。

AWS Management Console

メンバーのアカウントのロールに切り替えるには

ロールを使用する際、ユーザーは、新しいメンバーアカウントの管理者権限が付与されます。グルー
プのメンバーである IAM ユーザーに、以下を実行して新しいロールに切り替えるように指示します。

1. AWS Organizations コンソールの右上隅で、現在のサインイン名が表示されたリンクをクリック
し、[Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。
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2. 管理者から提供されたアカウント ID 番号とロール名を入力します。
3. [表示名] で、ロール使用時にユーザー名の代わりに右上隅のナビゲーションバーに表示する文字

列を入力します。オプションで色を選択することもできます。
4. [Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。これで、実行するアクションはすべて、切り替

えたロールに付与されているアクセス権限で行われるようになりました。切り替えを戻さない限
り、元の IAM ユーザーに関連付けられているアクセス許可を使用することはできません。

5. ロールのアクセス許可を必要とするアクションの実行が完了したら、通常の IAM ユーザーにもう
一度切り替えることができます。右上隅のロール名 ([表示名] として指定した名前) を選択して、
[##### に戻る] を選択します。

その他のリソース
• ロールを切り替えるアクセス許可の付与について詳しくは、IAM ユーザーガイドのロールを切り替える

ユーザーアクセス許可の付与を参照してください。
• アクセス許可が付与されて引き受け可能になったロールの使用について詳しくは、IAM ユーザーガイ

ドのロールへの切り替え (AWS Management Console) を参照してください。
• クロスアカウントアクセスのロールの使用に関するチュートリアルについては、IAM ユーザーガイ

ドのチュートリアル: AWS アカウント 間の IAM ロールを使用したアクセスの委任を参照してくださ
い。

• AWS アカウント の閉鎖については、AWS アカウント の閉鎖 (p. 75) を参照して ください。

組織のすべての AWS アカウント の詳細のエクス
ポート

AWS Organizations を使用すると、組織の管理アカウントユーザーおよび委任管理者は、組織内のすべて
のアカウントの詳細を含む .csv ファイルをエクスポートできます。その結果、組織管理者は、アカウント
を簡単に表示し、ステータス (ACTIVE、SUSPENDED、または PENDING) でフィルターできます。組織に
多数のアカウントがある場合、.csv ファイルのダウンロードオプションを使用すると、スプレッドシート
のアカウントの詳細の表示と並べ替えを容易に行うことができます。

以前は、アカウントは、AWS Organizations コンソールでアカウント階層またはリスト表示でなければ表
示できませんでした。

Note

アカウントリストをダウンロードできるのは、管理アカウントのプリンシパルのみです。

組織のすべての AWS アカウント のリストのエクス
ポート
組織の管理アカウントにサインインすると、組織に属するすべてのアカウントのリストを .csv ファイル
として取得できます。リストには個々のアカウントの詳細が含まれますが、アカウントが属する組織単位 
(OU) は示されません。

.csv ファイルには、各アカウントの次の情報が含まれています。

• アカウント ID - 数値のアカウント識別子。例: 123456789012。
• ARN - アカウントの Amazon リソースネーム。例:
arn:aws:organizations::123456789012account/o-o1gb0d1234/123456789012

• Email - アカウントに関連付けられている E メールアドレス。例: marymajor@example.com。
• 名前 - アカウント作成者によって提供されたアカウント名。例: stage testing account。
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• ステータス - 組織内のアカウントのステータス。値は、PENDING、ACTIVE、または SUSPENDED で
す。

• 参加方法 - アカウントがどのように作成されたかを示します。値は、INVITED、CREATED、または
ADDED です。

• 参加タイムスタンプ - アカウントが組織に参加した日付と時刻。

最小アクセス許可

組織内のすべてのメンバーアカウントを含む .csv ファイルをエクスポートするには、以下のアク
セス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization
• organizations:ListAccounts

AWS Management Console

組織のすべての AWS アカウントを含む .csv ファイルをエクスポートするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [アクション] を選択し、[AWS アカウント] で [アカウントリストをエクスポート] を選択します。
ページ上部の青いバナーは、エクスポートが進行中であることを示します。

3. ファイルの準備ができたら、バナーが緑色に変わり、ダウンロードの準備ができたことを示しま
す。[Download CSV] を選択します。ファイル Organization_accounts_information.csv
がデバイスにダウンロードされます。

AWS CLI & AWS SDKs

アカウントの詳細を含む .csv ファイルをエクスポートする唯一の方法は、AWS Management 
Consoleを使用することです。AWS CLI を使用してアカウントリストの .csv ファイルをエクスポート
することはできません。

組織からのメンバーアカウントの削除
組織のアカウントの管理の一環として、不要になったメンバーアカウントを削除します。このページで
は、アカウントを削除する前に確認する事項と、アカウントの削除手順を示します。

管理アカウントの削除については、管理アカウントの削除による組織の削除 (p. 49) を参照してください。

トピック
• 組織のアカウントを削除する前に (p. 70)
• 組織からのメンバーアカウントの削除 (p. 71)
• メンバーアカウントとしての組織からの登録解除 (p. 73)

組織のアカウントを削除する前に
アカウントを削除する前に、以下を確認することが重要です。

• アカウントがスタンドアロンアカウントとして動作するために必要な情報を持っている場合に限り、組
織からアカウントを削除できます。AWS Organizations コンソール、API、AWS CLI コマンドを使用し
て組織内にアカウントを作成しても、スタンドアロンアカウントの必須情報がすべて自動的に収集さ
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れるわけではありません。スタンドアロンとして使用する各アカウントについて、サポートプランを選
択し、必須の連絡先情報を入力および検証して、現在の支払い方法を入力する必要があります。この支
払い方法は、アカウントが組織に関連付けられていない間に発生する課金対象 (AWS 無料利用枠外) の 
AWS アクティビティに対して課金するために AWS によって使用されます。

• 組織内に作成したアカウントを削除するには、アカウントが作成されてから 7 日以上が経過している必
要があります。招待されたアカウントの場合には、7 日間待つ必要はありません。

• アカウントが正常に組織を離れた時点で、その AWS アカウント の所有者は、新たに発生するすべての 
AWS コストと、アカウントに適用される支払い方法についての責任を負います。そのとき以降、組織の
管理アカウントが責任を負うことはありません。

• 削除するアカウントは、組織の AWS サービスの代理管理者アカウントであってはなりません。アカウ
ントが代理管理者である場合は、まずその代理管理者アカウントを組織に残る別のアカウントに変更す
る必要があります。AWS サービスの代理管理者アカウントの無効化または変更の方法について詳しく
は、実際のサービスのドキュメントを参照してください。

• 組織内から作成されたアカウント (AWS Organizations コンソールまたは CreateAccount API を使用
して作成されたアカウント) を削除した後も、(i) 作成されたアカウントには、作成元の管理アカウント
の契約条項が適用されます。また、(ii) 作成元の管理アカウントは、作成されたアカウントによって行わ
れるいかなるアクションについても連帯責任を負います。お客様と当社間の契約、その契約に基づく権
利と義務は、当社が事前に同意しない限り、他に割り当てまたは転移することはできません。当社の同
意を取得するには、https://aws.amazon.com/contact-us/ までお問い合わせください。

• メンバーアカウントが組織を離れると、そのアカウントは組織のメンバーであったときのコストと使用
状況のデータにアクセスできなくなります。ただし、組織の管理アカウントは引き続きデータにアクセ
スできます。再度組織に加わった場合、アカウントは再びデータにアクセスできます。

• メンバーアカウントが組織を離れると、そのアカウントにアタッチされていたタグはすべて削除されま
す。

組織からアカウントを消去した場合の影響
組織からアカウントを削除する場合、そのアカウントに直接的な変更は適用されません。ただし、次の間
接的な影響があります。

• このアカウントは独自の料金を支払う責任を担い、アカウントにアタッチ済みの有効な支払い方法が必
要となります。

• アカウントのプリンシパルは組織で適用されていたポリシー (p. 86)の影響を受けなくなります。つま
り、SCP によって課せられていた制限がなくなり、そのアカウントのユーザーとロールに以前より多く
のアクセス許可が付与される可能性があります。その他の組織ポリシータイプが適用または処理される
ことはなくなります。

• ポリシーに aws:PrincipalOrgID 条件キーを使用し、組織の AWS アカウント のユーザーとロールだ
けにアクセスを限定している場合は、そのメンバーアカウントを削除する前にそのポリシーを確認し、
必要に応じて更新します。ポリシーを更新していない状態でアカウントが組織を離れると、そのアカウ
ントのユーザーとロールがリソースにアクセスできなくなる可能性があります。

• 他のサービスとの統合が無効になる場合があります。AWS サービスとの統合が有効になっている組織か
らアカウントを削除すると、アカウントのユーザーはそのサービスを使用できなくなります。

組織からのメンバーアカウントの削除
組織の管理アカウントにサインインすると、不要になったメンバーアカウントを組織から削除できます。
これを行うには、以下の手順を完了します。こうした手順はメンバーアカウントのみに適用されます。管
理アカウントを削除するには、組織を削除 (p. 49)する必要があります。

Note

メンバーアカウントが組織から削除されると、そのメンバーアカウントは組織契約の対象範囲で
はなくなります。管理アカウントの管理者は、メンバーアカウントが必要に応じて新しい契約
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を用意できるよう、メンバーアカウントを組織から削除する前に、そのことをメンバーアカウ
ントに通達するべきです。有効な組織契約の内容は、AWS Artifact コンソールの [AWS Artifact 
Organization Agreements] (AWS Artifact 組織契約) ページで確認できます。

最小アクセス許可

組織から 1 つ以上のメンバーアカウントを削除するには、次の許可がある管理アカウントのユー
ザーまたはロールとしてサインインする必要があります。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:RemoveAccountFromOrganization

ステップ 6 でメンバーアカウントのユーザーまたはロールとしてサインインを選択した場合、そ
のユーザーまたはロールには次の許可が必要となります。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要です。

• organizations:LeaveOrganization - 組織の管理者は、このアクセス許可を削除するポリ
シーをアカウントに適用し、組織からアカウントを削除することを禁止できます。

• IAM ユーザーとしてサインインし、そのアカウントに支払い情報がない場合、そのユーザーに
は aws-portal:ModifyBilling および aws-portal:ModifyPaymentMethods の許可が
必要になります。また、メンバーアカウントでは、請求への IAM ユーザーアクセスが有効に
なっている必要があります。有効になっていない場合は、AWS Billing ユーザーガイドの Billing 
and Cost Management コンソールへのアクセスを有効にするを参照してください。

AWS Management Console

組織からメンバーアカウントを削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、組織から削除するメンバーアカウントを探し、その横にあるチェッ
クボックス  をオンにします。OU の階層を移動するか、[View AWS アカウント only] (AWS ア
カウント だけを表示する) をオンにして OU 構造のないフラットリストでアカウントを表示しま
す。アカウントが多い場合、削除対象をすべて見つけるにはリスト下部の [Load more accounts 
in 'ou-name'] ('ou-name' のアカウントをさらに読み込む) を選択する必要がある場合があります。

AWS アカウント ページで、組織から削除するメンバーアカウントの名前を探し、選択します。
場合によっては、目的のアカウントを見つけるには OU を展開 (  を選択) する必要があります。

3. [Actions] (アクション) を選択し、[AWS アカウント] で [Remove from organization] (組織から削除
する) を選択します。

4. [Remove account 'account-name' (#account-id-num) from organization?] (アカウント 'account-
name' (#account-id-num) を組織から削除しますか?) ダイアログボックスで、[Remove account] 
(アカウントを削除する) を選択します。

5. AWS Organizations が 1 つ以上のアカウントを削除できなかった場合、その原因は、通常、アカ
ウントがスタンドアロンで動作するのに必要な情報の一部が指定されていないためです。以下の
ステップを実行します。

a. 失敗したアカウントにサインインします。メンバーアカウントには、[Copy link] を選択して
から、新しい incognito ブラウザウィンドウのアドレスバーに貼り付けてサインインすること
をお勧めします。シークレットウィンドウを使用しない場合は、管理アカウントからサイン
アウトされ、このダイアログボックスに戻ることができなくなります。
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b. ブラウザを使用すると、このアカウントで実行していなかったステップを完了するためのサ
インアッププロセスが直接表示されます。示されたすべてのステップを実行します。これに
は次のものが含まれます。

• 連絡先情報を指定する
• 有効な支払い方法の指定
• 電話番号を検証する
• サポートプランオプションを選択する

c. 最後のサインアップステップを完了すると、AWS によりブラウザがメンバーアカウントの 
AWS Organizations コンソールに自動的にリダイレクトされます。[Leave organization] を選
択し、確認ダイアログボックスで、その選択を確認します。AWS Organizations コンソール
の [Getting Started] ページにリダイレクトされます。そこで、招待が保留中のアカウントを
表示して、他の組織に参加することができます。

AWS CLI & AWS SDKs

組織からメンバーアカウントを削除するには

メンバーアカウントを作成するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: remove-account-from-organization

$ aws organizations remove-account-from-organization \ 
    --account-id 123456789012

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: RemoveAccountFromOrganization

メンバーアカウントとしての組織からの登録解除
メンバーアカウントにサインインすると、そのアカウントを組織から削除できます。これを行うには、以
下の手順を完了します。管理アカウントは、この方法で組織を離れることはできません。管理アカウント
を削除するには、組織を削除する必要があります。

削除するアカウントは、組織の AWS サービスの代理管理者アカウントであってはなりません。アカウン
トが代理管理者である場合は、まずその代理管理者アカウントを組織に残る別のアカウントに変更する必
要があります。AWS サービスの代理管理者アカウントの無効化または変更の方法について詳しくは、実際
のサービスのドキュメントを参照してください。

Important

組織を離れると、メンバーアカウントを代表して組織の管理アカウントによって受諾されてい
た組織契約は適用されなくなります。こうした組織契約の内容は、AWS Artifact コンソールの 
[AWS Artifact Organization Agreements] (AWS Artifact 組織契約) ページで確認できます。組織を
離れる前に、(必要に応じて、法務、プライバシー、またはコンプライアンスチームの支援を得て) 
新しい契約を結ぶ必要があるかどうか判断してください。

Note

組織に対するアカウントのステータスは、表示できるコストと使用状況のデータに影響します。

• メンバーアカウントが組織を離れてスタンドアロンアカウントになると、そのアカウントは組
織のメンバーであったときのコストと使用状況のデータにアクセスできなくなります。アカウ
ントがアクセスできるのは、スタンドアロンアカウントとして生成されたデータのみです。
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AWS Organizations ユーザーガイド
メンバーアカウントとしての組織からの登録解除

• メンバーアカウントが組織 A を離れ組織 B に参加すると、そのアカウントは組織 A のメンバー
であったときのコストと使用状況のデータにアクセスできなくなります。アカウントがアクセ
スできるのは、組織 B のメンバーとして生成されたデータのみです。

• アカウントが以前に属していた組織に再参加すると、そのアカウントはコストと使用状況デー
タの履歴へのアクセスを再び許可されます。

最小アクセス許可

AWS 組織を登録解除する場合は、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要です。

• organizations:LeaveOrganization - 組織の管理者は、このアクセス許可を削除するポリ
シーをアカウントに適用し、組織からアカウントを削除することを禁止できます。

• IAM ユーザーとしてサインインし、そのアカウントに支払い情報がない場合、そのユーザーに
は aws-portal:ModifyBilling および aws-portal:ModifyPaymentMethods の許可が
必要になります。また、メンバーアカウントでは、請求への IAM ユーザーアクセスが有効に
なっている必要があります。有効になっていない場合は、AWS Billing ユーザーガイドの Billing 
and Cost Management コンソールへのアクセスを有効にするを参照してください。

AWS Management Console

メンバーアカウントとして組織を離れるには

1. AWS Organizations コンソールで、AWS Organizations コンソールにサインインします。メン
バーアカウントで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルート
ユーザーとしてサインインする (推奨されません) 必要があります。

デフォルトでは、AWS Organizations を使用して作成されたメンバーアカウントでは root ユー
ザーのパスワードへのアクセス権はありません。必要に応じて、ルートユーザーとしてのメン
バーアカウントへのアクセス (p. 65) の手順に従って root ユーザーのパスワードを回復しま
す。

2. Organizations ダッシュボードページで、[Leave organization] (組織を離れる) を選択します。
3. 次のいずれかのステップを実行します。

• スタンドアロンアカウントとして動作するのに必要な情報すべてがそのアカウントに指定され
ている場合は、確認ダイアログボックスが表示されます。アカウントを削除するには、その
選択を確認します。AWS Organizations コンソールの [Getting Started] ページにリダイレクト
されます。そこで、招待が保留中のアカウントを表示して、他の組織に参加することができま
す。

• 必要な情報の一部がアカウントにない場合は、次のステップを実行します。
a. 追加のステップをいくつか完了する必要があることを示すダイアログボックスが表示されま

す。リンクをクリックします。
b. 示されたすべてのサインアップステップを実行します。これには次のものが含まれます。

• 連絡先情報を指定する
• 有効な支払い方法の指定
• 電話番号を検証する
• サポートプランオプションを選択する

c. サインアッププロセスが完了したことを示すダイアログボックスが表示されたら、[Leave 
organization] を選択します。

d. 確認のダイアログボックスが表示されます。アカウントを削除するには、その選択を確認し
ます。AWS Organizations コンソールの [Getting Started] ページにリダイレクトされます。
そこで、招待が保留中のアカウントを表示して、他の組織に参加することができます。
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AWS Organizations ユーザーガイド
アカウントの解約

4. アカウントへのアクセスを付与する IAM ロールを組織から削除します。

Important

組織で作成されたアカウントの場合、組織の管理アカウントによるアクセスを有効にす
るための IAM ロールが、Organizations によってアカウントに自動的に作成されていま
す。招待されたアカウントの場合、Organizations によってこのようなロールが自動で
作成されることはありませんが、ご自身または別の管理者が同じメリットを得るために
ロールを作成している可能性があります。いずれの場合も、組織からアカウントを削除
した場合に、このようなロールは自動的に削除されません。以前の組織の管理アカウン
トからアクセスされないようにするには、この IAM ロールを手動で削除する必要があり
ます。ロールを削除する方法について詳しくは、IAM ユーザーガイドのロールまたはイ
ンスタンスプロファイルの削除を参照してください。

AWS CLI & AWS SDKs

メンバーアカウントとして組織を離れるには

組織を登録解除するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: leave-organization

次の例では、アカウントの認証情報を使用し、組織を離れるコマンドを実行しています。

$ aws organizations leave-organization

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: LeaveOrganization

AWS アカウント の閉鎖
このトピックは AWS アカウントのみに適用されます。

Amazon.com ショッピングアカウントの閉鎖については、http://www.amazon.com/gp/help/ 
customer/display.html?nodeId=GDK92DNLSGWTV6MP を参照してください。

組織に不要になったメンバーアカウントがあり、課金を避けたい場合は、このセクションの手順に従っ
て、AWS Organizations コンソール からそのアカウントを閉鎖することができます。AWS Billing Console 
から AWS アカウント を閉鎖することもできます。詳細については、「AWS 請求ユーザーガイド」の
「アカウントの解約」を参照してください。組織ですべての機能が有効にされている (p. 36)場合、アカウ
ントを閉鎖することができます。

アカウントを閉じる前に、維持するアプリケーションとデータをバックアップします。ナレッジセンター
の「AWS アカウントで不要になったアクティブなリソースを確認する方法を教えてください」を確認して
ください。

アカウントはすぐに AWS アクティビティに使用できなくなります。ただし、ルートユーザーとしてサイ
ンインして過去の請求を確認したり、AWS Support に問い合わせたりすることはできます。詳細について
は、「カスタマーサポートへの請求に関するお問い合わせ」を参照してください。

アカウントの閉鎖による影響
AWS アカウント を閉鎖する際には、アカウントの閉鎖前に考慮すべき影響がいくつかあります。

• ルートユーザーの E メールアドレスは、アカウントを閉鎖しても再利用できません。
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AWS Organizations ユーザーガイド
AWS アカウント の閉鎖

• 組織の管理アカウントを閉鎖するには、まず、組織内のすべてのメンバーアカウントを削除 (p. 71)ま
たは閉鎖する必要があります。組織内にメンバーアカウントが存在しない場合、管理アカウントを閉鎖
すると自動的に組織が削除されます。

• 30 日間で閉鎖できるメンバーアカウントは 10% のみです。このクォータは暦月に縛られず、アカウン
トを閉鎖した時点で開始されます。最初のアカウント閉鎖から 30 日以内に、制限である 10% を超える
アカウントを閉鎖することはできません。アカウントの 10% が 200 を超えていても、閉鎖できる最小
のアカウントは 10 で、閉鎖できる最大のアカウント数は 200 です。Organizations のクォータについて
の詳細は、「AWS Organizations のクォータ (p. 359)」を参照してください。

• AWS Control Tower を使用している場合、アカウントを閉じる前にアカウント管理を解除する必要があ
ります。AWS Control Tower ユーザーガイド」の「Unmanage a member account」(メンバーアカウン
トの管理を解除する) を参照してください。

• AWS GovCloud (US) アカウントとリンクしている AWS アカウント をお持ちの場合、AWS GovCloud 
(US) アカウントを閉鎖する前に標準のアカウントを閉鎖する必要があります。閉鎖前の重要な詳細につ
いては、「AWS GovCloud (US) ユーザーガイド」の「Closing an AWS GovCloud (US) Account」( アカ
ウントを閉じる) を参照してください。

セキュリティ上推奨されますが、必須ではないベストプラクティス:

ベストプラクティスとして、ジョブの完了に必要な最小限の権限を付与するというセキュリティのベスト
プラクティスに従って、閉鎖されたアカウントへの参照をすべての IAM アクセス許可およびポリシーから
削除することをお勧めします。アカウント閉鎖後に AWS がその ID 番号を再利用することは決してないの
で、これはセキュリティ上の問題になることはありません。IAM ポリシー内に閉鎖されたアカウントの ID 
がある場合、IAM Access Analyzer から通知されます。

アカウントを閉鎖してから 90 日経過するまで:

• 閉鎖されたアカウントは、組織内で SUSPENDED 状態と表示されます。
• アカウント閉鎖前に終了していないアクティブなリソースの中には、90 日以内にアカウントを再開する

ことを決定した場合、引き続き課金されるものがある可能性があります。詳細については、ナレッジセ
ンターの「AWS アカウント で不要になったアクティブなリソースを終了するにはどうすればよいです
か?」を参照してください。

• ログインして過去の請求書を表示し、AWS Support にアクセスすることができます。

90 日間の猶予期間終了後:

• 閉鎖された AWS アカウント は組織に表示されなくなります。
• AWS アカウント は再稼働の対象ではなくなります。その時点で、アカウントにあったすべての AWS 

リソースは復元不可能になります。

AWS アカウント の閉鎖
組織の管理アカウントにサインインすると、組織に属しているメンバーアカウントを閉鎖できます。その
ためには、以下の手順を完了します。

AWS Management Console

AWS アカウント を閉鎖するには

Note

オプションで、Billing and Cost Management コンソールから AWS メンバーアカウントを閉
鎖できます。詳細については、「AWS 請求ユーザーガイド」の「アカウントの解約」を参照
してください。
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アカウントが閉鎖されないように保護する

1. アカウントを閉じる前に、維持するアプリケーションとデータをバックアップします。ナレッジ
センターの「AWS アカウントで不要になったアクティブなリソースを確認する方法を教えてくだ
さい」を確認してください。

2. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

3. AWS アカウント ページで、閉鎖するメンバーアカウントの名前を探し、選択します。OU の階層
を移動するか、OU 構造のないアカウントのフラットリストを表示できます。

4. ページの上部のアカウント名の横にある [Close] (閉じる) をクリックします。「Consolidated 
Billing」(一括請求) モードの組織では、コンソールに [Close] (閉じる) ボタンは表示されません。

5. 必要なアカウント閉鎖ステートメントをすべて承認するために、各チェックボックスをオンにし
ます。

6. メンバーアカウント ID を入力し、[Close Account] (アカウントの閉鎖) をクリックします。

AWS アカウント を閉鎖すると、そのアカウントを使用して AWS サービスまたはリソースにアクセ
スできなくなります。閉鎖後期間中に AWS Support に連絡してアカウントを再開できます。詳細につ
いては、ナレッジセンターの閉鎖した AWS アカウント を再度開設するにはどうすればよいですか?
を参照してください。

AWS CLI & AWS SDKs

AWS アカウント を閉鎖するには

次のいずれかのコマンドを使用して AWS アカウントを閉鎖できます。

• AWS CLI: close-account

$ aws organizations close-account \ 
    --account-id 123456789012

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: CloseAccount

アカウントが閉鎖されないように保護する
AWS アカウント が誤って閉鎖されないように保護したい場合、IAM ポリシーを作成して、閉鎖されない
ようにするアカウントを指定できます。これらのポリシーで保護されているメンバーアカウントは閉鎖さ
れません。SCP では、管理アカウントのプリンシパルに影響しないため、この操作を実行できません。

アカウントの閉鎖を拒否する IAM ポリシーは、次の 2 つの方法のいずれかで作成できます。

• Resource エレメントに arn を含めることにより、ポリシーで保護するアカウントを明示的にリ
ストする。例については、「 このポリシーに記載されているアカウントが閉鎖されないようにす
る (p. 78)」を参照してください。

• 個々のアカウントにタグを付けて、アカウントが閉鎖されないようにする。ポリシー内で
aws:ResourceTag タググローバル条件キーを使用して、タグを付けたアカウントが閉鎖されな
いようにします。アカウントにタグを付ける方法については、「Organizations リソースのタグ付
け (p. 235)」を参照してください。例については、「タグ付きのアカウントが閉鎖されないようにする
 (p. 78)」を参照してください。

AWS アカウント が閉鎖されないようにする IAM ポリシーの例
このカテゴリの例
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AWS Organizations ユーザーガイド
アカウントが閉鎖されないように保護する

• タグ付きのアカウントが閉鎖されないようにする  (p. 78)
• このポリシーに記載されているアカウントが閉鎖されないようにする (p. 78)

タグ付きのアカウントが閉鎖されないようにする

管理アカウントの ID に次のポリシーをアタッチできます。このポリシーにより、管理アカウントのプリン
シパルは、aws:ResourceTag タググローバル条件キー、AccountType キー、および Critical タグ値
がタグ付けされているメンバーアカウントを閉鎖できなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PreventCloseAccountForTaggedAccts", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "organizations:CloseAccount", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/AccountType": "Critical"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーに記載されているアカウントが閉鎖されないようにする

管理アカウントの ID に次のポリシーをアタッチできます。このポリシーにより、管理アカウントのプリン
シパルは、Resource エレメントで明示的に指定されたアカウントを閉鎖できなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PreventCloseAccount", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "organizations:CloseAccount", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789012", 
                "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789014" 
            ] 
        } 
    ]
}
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ツリー内の移動

組織単位 (OU) の管理
組織単位 (OU) を使用すると、アカウントをまとめてグループ化し、単一の単位として管理できます。そ
の結果、アカウントの管理は大幅に簡略化されます。たとえば、ポリシーベースの制御を OU に付与する
と、OU 内のすべてのアカウントに自動的に OU ポリシーが継承されます。OU は、1 つの組織に複数作成
することができるため、その他の OU 内にも OU を作成することができます。各 OU には、複数のアカウ
ントを含めることができるだけでなく、OU から別の OU へアカウントを移動することもできます。ただ
し、OU の名前は、親 OU またはルート内で一意である必要があります。

Note

組織には 1 つのルートがあり、組織の最初のセットアップ時に AWS Organizations によって自動
的に作成されます。

組織のアカウントを構成するには、次のタスクを行います。

• OU の詳細の表示 (p. 45)
• OU の作成 (p. 80)
• OU の名前変更 (p. 81)
• OU にアタッチされたタグを編集する (p. 82)
• OU へのアカウント移動またはルートと OU 間のアカウント移動 (p. 84)

ルートおよび OU 階層の操作
アカウントの移動またはポリシーのアタッチの際に、別の OU またはルートに移動するには、デフォルト
の「ツリー」ビューを使用します。

AWS Management Console

「ツリー」ビューで組織内を移動するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウントページの [Organization] (組織) セクションの上部で [List] (リスト) ではなく、
[Hierarchy] (階層) を選択します。

3. 初期状態のツリーにはルートと、階層の最初の子 OU およびアカウントのみが表示されます。ツ
リーを展開してより深い階層を表示するには、親エンティティの横にある展開アイコン ( ) を選
択します。表示をシンプルにするためにツリーのブランチを折りたたむには、展開された親エン
ティティの横にある折りたたみアイコン ( ) を選択します。

4. 詳細の確認や、特定の操作を行うには、OU またはルートの名前を選択します。または、名前の
横にあるラジオボタンを選択し、[Actions] (アクション) メニューからエンティティに対する特定
の操作を行うこともできます。

組織内のアカウントのみの一覧を表形式ビューで表示することもでき、特定のアカウントを見つけるため
に逐一 OU に移動する必要はありません。このビューでは、OU の表示や、OU にアタッチされたポリシー
の操作はできません。
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AWS Management Console

アカウントのフラットリストとして階層なしで組織を表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページの [Organization] (組織) セクションの上部で、[View AWS アカウント 
only] (AWS アカウント のみを表示) スイッチアイコンを選択して有効にします。 。

3. アカウントの一覧が階層なしで表示されます。

OU の作成
組織の管理アカウントにサインインすると、組織のルートに OU を作成できます。OU は、最大 5 レベル
の深さまでネストできます。OU を作成するには、次のステップを完了します。

Important

組織が AWS Control Tower で管理されている場合は、AWS Control Tower コンソールまたは API 
を使用して OU を作成します。Organizations で作成した OU は AWS Control Tower に登録され
ません。詳細については、AWS Control Tower ユーザーガイドの AWS Control Tower 外のリソー
スを参照するを参照してください。
最小アクセス許可

組織のルート内に OU を作成するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:CreateOrganizationalUnit

AWS Management Console

OU を作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページに移動します。

ルート OU とその内容がコンソールに表示されます。初めてルートにアクセスするときは、コン
ソールの最上位のビューにすべての AWS アカウント が表示されます。以前に OU を作成してそ
の OU にアカウントを移動している場合、コンソールには最上位の OU と、OU に移動していな
いアカウントのみ表示されます。

3. (オプション) 既存の OU 内に OU を作成する場合は、子 OU に移動 (p. 79)します。移動する
には、子 OU の名前 (チェックボックスではなく) を選択するか、ツリービューで OU の横の  を
選択して目的の OU が表示されるまで展開し、目的の子 OU の名前を選択します。

4. 階層内の正しい親 OU を選択したら、[Actions] (アクション) メニューの [Organizational Unit] (組
織単位) で [Create new] (新規作成) を選択します。

5. [Create organizational unit] (組織単位の作成) ダイアログボックスで、作成する OU の名前を入力
します。

6. (オプション) [Add tag] (タグの追加) を選択してキーとオプションの値を入力し、1 つ以上のタグ
を追加します。値を空白のままにすると、空の文字列が設定され、null にはなりません。1 つの 
OU に最大 50 個のタグをアタッチできます。

7. 最後に、[Create organizational unit] (組織単位の作成) を選択します。
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親 OU 内に新しい OU が作成されます。これで、この OU にアカウントを移動する (p. 84)、また
はポリシーをアタッチすることができるようになりました。

AWS CLI & AWS SDKs

OU を作成するには

OU を作成するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: create-organizational-unit

OU を作成するには、まず、新しい OU の親にするルートまたは OU の ID を確認する必要がありま
す。

ルートの ID を確認するには、list-roots コマンドを使用します。OU の ID を確認するには、list-
children を使用し、目的の OU を見つけます。

次の例は、ルートの ID、ルートの下の OU の ID を順に確認する方法を示しています。最後のコマ
ンドは、見つけた OU 内に新しい OU を作成する方法を示しています。

$ aws organizations list-roots
{ 
    "Roots": [ 
        { 
            "Id": "r-a1b2", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
            "Name": "Root", 
            "PolicyTypes": [] 
        } 
    ]
}
$ aws organizations list-children \ 
    --parent-id r-a1b2 \ 
    --child-type ORGANIZATIONAL_UNIT
{ 
    "Children": [ 
        { 
            "Id": "ou-a1b2-f6g7h111", 
            "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT" 
        } 
    ]
}
$ aws organizations create-organizational-unit \ 
    --parent-id ou-a1b2-f6g7h111 \ 
    --name New-Child-OU
{ 
    "OrganizationalUnit": { 
        "Id": "ou-a1b2-f6g7h222", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h222", 
        "Name": "New-Child-OU" 
    }
}                           

• AWS SDK: CreateOrganizationalUnit

OU の名前変更
組織の管理アカウントにサインインすると、OU の名前を変更することができます。そのためには、以下
の手順を完了します。
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最小アクセス許可

AWS 組織のルート内にある OU の名前を変更するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:UpdateOrganizationalUnit

AWS Management Console

OU の名前を変更するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウントページで、名前を変更する OU に移動 (p. 79)し、次のいずれかのステップを
実施します。

• 名前を変更する OU の横にあるラジオボタン  を選択します。次に、[Actions] (アクション) 
メニューの [Organizational Unit] (組織単位) で、[Rename] (名前の変更) を選択します。

• OU の名前を選択し、OU の詳細ページにアクセスします。ページの上部で、[Rename] (名前の
変更) を選択します。

3. [Rename organizational unit] (組織単位名の変更) ダイアログボックスで新しい名前を入力し、
[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

OU の名前を変更するには

OU の名前を変更するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: update-organizational-unit

次の例は、OU の名前を変更する方法を示しています。

$ aws organizations update-organizational-unit \ 
    --organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --name "Renamed-OU"
{ 
    "OrganizationalUnit": { 
        "Id": "ou-a1b2-f6g7h222", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h222", 
        "Name": "Renamed-OU" 
    }
}

• AWS SDK: UpdateOrganizationalUnit

OU にアタッチされたタグの編集
組織の管理アカウントにサインインすると、OU にアタッチされるタグを追加または削除できます。その
ためには、以下の手順を完了します。

82

https://console.aws.amazon.com/organizations/v2
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/accounts
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/update-organizational-unit.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_UpdateOrganizationalUnit.html


AWS Organizations ユーザーガイド
OU のタグ付け

最小アクセス許可

AWS 組織のルート内にある OU にアタッチされたタグを編集するには、次のアクセス許可が必要
です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:DescribeOrganizationalUnit - Organizations コンソールを使用する場
合にのみ必要

• organizations:TagResource
• organizations:UntagResource

AWS Management Console

OU にアタッチされたタグを編集するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、編集する OU に移動して名前を選択 (p. 79)します。
3. OU の詳細ページで、[Tags] (タグ) タブを選択し、[Manage tags] (タグ管理) を選択します。
4. このタブでは次のアクションが実行可能です。

• 古い値に上書きして新しい値を入力し、任意のタグの値を編集します。タグキーは変更できま
せん。キーを変更するには、古いキーを持つタグを削除し、新しいキーを持つタグを追加する
必要があります。

• 削除するタグの横にある [Remove] (削除) を選択し、既存のタグを削除します。
• 新しいタグのキーと値のペアを追加します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、表示されたボッ

クスに新しいキー名とオプションの値を入力します。[Value] (値) ボックスを空白のままにする
と、値は空の文字列に設定され、null にはなりません。

5. 必要な追加、削除、編集をすべて終えたら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

OU にアタッチされたタグを編集するには

OU にアタッチされたタグを変更するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: tag-resource および untag-resource

次の例では、タグ "Department"="12345" を OU にアタッチしています。Key と Value では大
文字と小文字が区別されます。

$ aws organizations tag-resource \ 
    --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --tags Key=Department,Value=12345

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

次の例では、Department タグを OU から削除しています。

$ aws organizations untag-resource \ 
    --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --tag-keys Department
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このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: TagResource および UntagResource

アカウントの OU への移動と、ルートと OU 間の移
動

組織の管理アカウントにサインインすると、ルートと OU の間、または OU どうしの間で組織のアカウン
トを移動させることができます。OU 内にアカウントを配置すると、親 OU、およびその OU からルートま
での間にあるすべての OU にアタッチされているポリシーが適用されます。OU に属していないアカウン
トには、ルート、およびそのアカウントに直接アタッチされているポリシーのみが適用されます。アカウ
ントを移動させるには、次のステップを実施します。

最小アクセス許可

OU 階層の新しい場所にアカウントを移動させるには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:MoveAccount

AWS Management Console

アカウントを OU に移動させるには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、移動させるアカウントを見つけます。OU の階層を移動するか、
[View AWS アカウント only] (AWS アカウント だけを表示する) を有効にして OU 構造のないフ
ラットリストでアカウントを表示します。アカウントが多い場合、削除対象をすべて見つけるに
はリスト下部の [Load more accounts in 'ou-name'] ('ou-name' のアカウントをさらに読み込む) を
選択する必要がある場合があります。

3. 移動させるアカウントの名前の横にあるチェックボックス  を選択します。
4. [Actions] (アクション) メニューの [AWS アカウント] で、[Move] (移動) を選択します。
5. [Move AWS アカウント] (AWS アカウント の移動) ダイアログボックスで、アカウントの移動先

の OU またはルートを見つけて選択し、[Move AWS アカウント] (AWS アカウント の移動) を選
択します。

AWS CLI & AWS SDKs

アカウントを OU に移動させるには

アカウントを移動するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: move-account

次の例では、AWS アカウント をルートから OU に移動させています。ソースコンテナと宛先コン
テナの両方の ID を指定する必要があります。

$ aws organizations move-account \ 
    --account-id 111122223333 \ 
    --source-parent-id r-a1b2 \ 
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    --destination-parent-id ou-a1b2-f6g7h111

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: MoveAccount

OU の削除
組織の管理アカウントにサインインすると、不要になった OU を削除できます。

子 OU を削除するには、まず OU とその子 OU 内のアカウントをすべて移動させる必要があります。

最小アクセス許可

OU を削除するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:DeleteOrganizationalUnit

AWS Management Console

OU を削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、削除する OU を探し、その OU 名の横にあるチェックボックス  を
オンにします。

3. [Actions] (アクション) を選択し、[Organizational unit] (組織単位) で [Delete] (削除) を選択しま
す。

4. その OU の削除を確定するには、OU の名前 (削除対象が 1 つだけの場合) または「delete」とい
う文字列 (削除対象が複数ある場合) を入力してから、[Delete] (削除) を選択します。

AWS Organizations によって、OU が削除され、リストからも消去されます。

AWS CLI & AWS SDKs

OU を削除するには

OU を削除するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: delete-organizational-unit

次の例は、OU を削除する方法を示しています。

$ aws organizations delete-organizational-unit \ 
    --organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h222

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeleteOrganizationalUnit
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AWS Organizations ポリシーの管理
AWS Organizations のポリシーを使用すると、組織内の AWS アカウント に対してより幅広い管理機能を
適用することができます。組織ですべての機能が有効にされている (p. 36)場合、ポリシーを使用できま
す。

AWS Organizations コンソールには、各ポリシータイプについて、有効または無効の状態が表示されま
す。[Organize accounts (アカウントの整理)] タブの左側のナビゲーションペインで、Root を選択しま
す。画面の右側の詳細ペインには、使用可能なすべてのポリシータイプが表示されます。リストには、そ
の組織ルートで有効になっているものと、無効になっているものが示されます。タイプを [Enable (有効)] 
にするオプションが存在する場合、そのタイプは現在無効であることを意味します。タイプを [Disable (無
効)] にするオプションが存在する場合、そのタイプは現在有効であることを意味します。

ポリシータイプ
Organizations のポリシータイプは、次の 2 つのカテゴリに大別されます。

承認ポリシー
承認ポリシーは、組織内の AWS アカウント のセキュリティを一元管理するのに役立ちます。

• サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) では、組織のすべてのアカウントで使用可能な最大ア
クセス許可を一元的に制御できます。

管理ポリシー
管理ポリシーを使用すると、AWS サービスとその機能を一元的に設定および管理できます。

• 人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシー (p. 151)を使用すると、組織のすべてのアカウントで
の AWS AI サービス用のデータ収集をコントロールできます。

• バックアップポリシー (p. 166)を使用すると、組織のアカウント全体の AWS リソースにバックアップ
プランを一元的に管理し、適用できます。

• タグポリシー (p. 200)は、組織のアカウントの AWS リソースにアタッチされたタグを標準化するため
に役立ちます。

次の表は、各ポリシータイプの主な特性をまとめたものです。

ポリシータイプ 管理アカウントに
影響するか

アタッチの最大数 
(ルート、OU、ア
カウントの合計)

最大サイズ OU またはアカウ
ントの有効なポリ
シーを表示可能か

SCP  いいえ 5 5120 バイト  いいえ

AI サービスのオプ
トアウトポリシー

 はい 5 2500 文字  はい
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組織内でのポリシーの使用

ポリシータイプ 管理アカウントに
影響するか

アタッチの最大数 
(ルート、OU、ア
カウントの合計)

最大サイズ OU またはアカウ
ントの有効なポリ
シーを表示可能か

バックアップポリ
シー

 はい 10 10,000 文字  はい

タグポリシー  はい 5 2500 文字  はい

組織内でのポリシーの使用
• ポリシータイプの有効化と無効化 (p. 87)
• 組織のポリシーに関する情報の取得 (p. 89)
• ポリシーの継承について (p. 94)
• サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113)
• AI サービスのオプトアウトポリシー (p. 151)
• バックアップポリシー (p. 166)
• タグポリシー (p. 200)

ポリシータイプの有効化と無効化
ポリシータイプの有効化
ポリシーを作成して組織にアタッチする前に、そのポリシータイプを有効にする必要があります。ポリ
シータイプの有効化は、組織ルートで行う 1 回限りのタスクです。ポリシータイプの有効化は、組織の管
理アカウントからのみ行うことができます。

最小アクセス許可

ポリシータイプを有効にするには、以下のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• organizations:EnablePolicyType

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:ListRoots - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要

AWS Management Console

ポリシータイプを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Policies] (ポリシー) ページで、有効化するポリシータイプの名前を選択します。
3. ポリシータイプのページで [Enable policy type] (ポリシータイプの有効化) を選択します。

ページは、指定したタイプの使用可能なポリシーのリストに置き換えられます。
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ポリシータイプの無効化

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシータイプを有効にするには

次のいずれかのコマンドを使用して、ポリシータイプを有効にできます。

• AWS CLI: enable-policy-type

次の例は、組織のバックアップポリシーを有効にする方法を示しています。組織のルートの ID を指
定する必要があることに注意してください。

$ aws organizations enable-policy-type \ 
    --root-id r-a1b2 \ 
    --policy-type BACKUP_POLICY
{ 
    "Root": { 
        "Id": "r-a1b2", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
        "Name": "Root", 
        "PolicyTypes": [ 
            { 
                "Type": "BACKUP_POLICY", 
                "Status": "ENABLED" 
            } 
        ] 
    }
}

出力の PolicyTypes のリストには、指定したポリシータイプが ENABLED の Status で含まれる
ようになります。

• AWS SDK: EnablePolicyType

ポリシータイプの無効化
組織内で特定のポリシータイプを使用しなくなった場合は、誤って使用されないように、そのタイプを無
効にすることができます。ポリシータイプの無効化は、組織の管理アカウントからのみ行うことができま
す。

Important

• ポリシータイプを無効にすると、指定されたされたタイプのすべてのポリシーは、組織ルート
内のすべてのエンティティから自動的にデタッチされます。ポリシーの削除は行われません。

• (サービスコントロールポリシータイプのみ) 後で SCP ポリシータイプを再び有効にした場合、
組織ルート内のすべてのエンティティはデフォルトの FullAWSAccess SCP にのみアタッチさ
れた状態になります。組織で SCP が無効になった時点で、エンティティへの SCP のアタッチ
は解除されます。後から SCP を再度有効にした場合は、必要に応じて組織のルート、OU、ア
カウントにアタッチし直す必要があります。

最小アクセス許可

SCP を無効にするには、以下のアクションを実行する権限が必要です。

• organizations:DisablePolicyType
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要
• organizations:ListRoots - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要
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ポリシーの詳細情報の取得

AWS Management Console

ポリシータイプを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. ポリシーページで、無効にするポリシータイプの名前を選択します。
3. ポリシータイプのページで [Disable policy type] (ポリシータイプの無効化) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、「disable」と入力してから、[Disable] (無効化する) を選択しま

す。

使用可能なポリシーの一覧に、指定したタイプが表示されなくなります。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシータイプを無効にするには

ポリシータイプを無効にするには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: disable-policy-type

次の例は、組織のバックアップポリシーを無効にする方法を示しています。組織のルートの ID を指
定する必要があることに注意してください。

$ aws organizations disable-policy-type \ 
    --root-id r-a1b2 \ 
    --policy-type BACKUP_POLICY
{ 
    "Root": { 
        "Id": "r-a1b2", 
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
        "Name": "Root", 
        "PolicyTypes": [] 
    }
}

出力の PolicyTypes のリストには、指定したポリシータイプが含まれなくなります。
• AWS SDK: DisablePolicyType

組織のポリシーに関する情報の取得
このセクションでは、組織内のポリシーの詳細を取得するさまざまな方法について説明します。これらの
手順は、すべてのポリシータイプに適用されます。あるタイプのポリシーを組織ルート内のエンティティ
にアタッチする前に、その組織ルートでそのポリシータイプを有効にする必要があります。

すべてのポリシーの一覧表示
最小アクセス許可

組織内のポリシーを一覧表示するには、次のアクセス権限が必要です。

• organizations:ListPolicies
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アタッチされたポリシーの一覧表示

組織のポリシーは、AWS Management Console または、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマン
ドまたは AWS SDKオペレーション使用して表示できます。

AWS Management Console

組織のすべてのポリシーを一覧表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. ポリシーページで、一覧表示するポリシーを選択します。

指定したポリシータイプが有効な場合、コンソールには、組織で現在利用できる同様のタイプの
ポリシーの一覧が表示されます。

3. ポリシーページに戻り、ポリシータイプごとにこれを繰り返します。

AWS CLI & AWS SDKs

組織のすべてのポリシーを一覧表示するには

組織のポリシーを一覧表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: list-policies

次の例は、組織内のすべてのサービスコントロールポリシーのリストを取得する方法を示します。
表示するポリシーのタイプを指定する必要があります。含めるポリシータイプごとにコマンドを繰
り返します。

$ aws organizations list-policies \ 
    --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
{ 
    "Policies": [ 
        { 
            "Id": "p-FullAWSAccess", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-
FullAWSAccess", 
            "Name": "FullAWSAccess", 
            "Description": "Allows access to every operation", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": true 
        } 
    ]
}

• AWS SDK: ListPolicies

ルート、OU、またはアカウントにアタッチされてい
るポリシーを一覧表示する

最小アクセス許可

組織内のルート、組織単位 (OU)、またはアカウントにアタッチされたポリシーを一覧表示するに
は、次のアクセス許可が必要です。

• 指定されたターゲット (または "*") の Amazon リソースネーム (ARN) を含む同じポリシース
テートメントの Resource 要素を持つ organizations:ListPoliciesForTarget。
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AWS Organizations ユーザーガイド
すべての添付ファイルを一覧表示する

AWS Management Console

指定したルート、OU、またはアカウント に直接アタッチされているすべてのポリシーを一覧
表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. リポジトリの AWS アカウント ページで、ポリシーを表示するルート、OU、またはアカウントの
名前を選択します。必要な OU を見つけるために、OUを展開する (  を選択する) 必要がある場合
があります。

3. ルート、OU、またはアカウントページで、[Policies] (ポリシー) タブを選択します。

[Policies] (ポリシー) タブでは、そのルート、OU、またはアカウントにアタッチされているすべ
てのポリシーが、ポリシータイプ別にグループ化されて表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

指定したルート、OU、またはアカウント に直接アタッチされているすべてのポリシーを一覧表示す
るには

エンティティにアタッチされているポリシーを一覧表示するには、次のいずれかのコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI: list-policies-for-target

次の例では、指定された OU にアタッチされているすべてのサービスコントロールポリシーを一覧
表示します。ルート、OU、またはアカウントの ID、および一覧表示するポリシーのタイプを指定
する必要があります。

$ aws organizations list-policies-for-target \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
{ 
    "Policies": [ 
        { 
            "Id": "p-FullAWSAccess", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-
FullAWSAccess", 
            "Name": "FullAWSAccess", 
            "Description": "Allows access to every operation", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": true 
        } 
    ]
}

• AWS SDK: ListPoliciesForTarget

ポリシーがアタッチされているすべての root、OU、
およびアカウントの一覧表示

最小アクセス許可

ポリシーがアタッチされているエンティティを一覧表示するには、次のアクセス権限が必要で
す。
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すべての添付ファイルを一覧表示する

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:ListTargetsForPolicy。

AWS Management Console

特定のポリシーがアタッチされているすべてのルート、OU、およびアカウントを一覧表示す
るには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. ポリシーページで、ポリシータイプを選択してから、添付ファイルを確認するポリシーの名前を
選択します。

3. [Targets] (ターゲット) タブを選択し、選択したポリシーがアタッチされているすべてのルー
ト、OU、およびアカウントのテーブルを表示します。

AWS CLI & AWS SDKs

特定のポリシーがアタッチされているすべてのルート、OU、およびアカウントを一覧表示するには

ポリシーを含むエンティティを一覧表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: list-targets-for-policy

次の例は、指定されたポリシーのルート、OU、およびアカウントに対するすべての添付ファイルを
示しています。

$ aws organizations list-targets-for-policy \ 
    --policy-id p-FullAWSAccess
{ 
    "Targets": [ 
        { 
            "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h111", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h111", 
            "Name": "testou2", 
            "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT" 
        }, 
        { 
            "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h222", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-
f6g7h222", 
            "Name": "testou1", 
            "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT" 
        }, 
        { 
            "TargetId": "123456789012", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aa111bb222/123456789012", 
            "Name": "My Management Account (bisdavid)", 
            "Type": "ACCOUNT" 
        }, 
        { 
            "TargetId": "r-a1b2", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2", 
            "Name": "Root", 
            "Type": "ROOT" 
        } 
    ]
}
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ポリシーの詳細の取得

• AWS SDK: ListTargetsForPolicy

ポリシーの詳細の取得
最小アクセス許可

ポリシーの詳細を表示するには、次のアクセス権限が必要です。

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:DescribePolicy。

AWS Management Console

ポリシーの詳細を取得するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. ポリシーページで、確認するポリシーのポリシータイプを選択してから、ポリシーの名前を選択
します。

ポリシーページには、ARN、説明、アタッチメントなど、ポリシーに関する利用可能な情報が表
示されます。

• [Content] (コンテンツ) タブには、ポリシーの現在の内容が JSON 形式で表示されます。
• [Targets] (ターゲット) タブには、ポリシーがアタッチされているルート、OU、およびアカウ

ントの一覧が表示されます。
• [Tags] (タグ) タブには、ポリシーにアタッチされたタグが表示されます。注: [Tags] (タグ) タブ

は、AWS 管理ポリシーでは使用できません。

ポリシーを編集するには、[Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。編集要件はポリシータイ
プごとに異なるため、指定したポリシータイプのポリシーの作成および更新手順を参照してくだ
さい。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシーの詳細を取得するには

ポリシーの詳細を表示するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: describe-policy

次の例では、指定されたポリシーの詳細を表示します。

$ aws organizations describe-policy \ 
    --policy-id p-FullAWSAccess
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-FullAWSAccess", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-
FullAWSAccess", 
            "Name": "FullAWSAccess", 
            "Description": "Allows access to every operation", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": true 
        }, 
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ポリシーの継承について

        "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n   
    \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n   
  }\n  ]\n}" 
    }
}

• AWS SDK: DescribePolicy

ポリシーの継承について
組織内の組織エンティティ (組織ルート、組織単位 (OU)、またはアカウント) にポリシーをアタッチでき
ます。

• ポリシーを組織ルートにアタッチすると、組織内のすべての OU およびアカウントがそのポリシーを継
承します。

• 特定の OU にポリシーをアタッチすると、その OU または子 OU の直下にあるアカウントがポリシーを
継承します。

• 特定のアカウントにポリシーをアタッチすると、そのアカウントにのみ影響します。

組織内の複数のレベルにポリシーをアタッチできるため、アカウントは複数のポリシーを継承できます。

ポリシーが OU とそれを継承するアカウントに与える影響は、ポリシーの種類によって異なります。

• サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 94)
• 管理ポリシータイプ (p. 96)

• AI サービスのオプトアウトポリシー
• バックアップポリシー
• タグポリシー

サービスコントロールポリシーの継承
Important

このセクションの情報は、AI サービスのオプトアウトポリシー、バックアップポリシー、タグポ
リシーなどの管理ポリシータイプには適用されません。次のセクション「管理ポリシータイプの
ポリシー構文と継承 (p. 96)」を参照してください。

サービスコントロールポリシー (SCPs)
サービスコントロールポリシーの継承は、以下のツリーのすべての部分にアクセス許可が流れるフィル
ターのように動作します。組織の逆ツリー構造が、ルートからすべての OU に接続し、アカウントで終
わるブランチで構成されているとします。すべての AWS アクセス許可はツリーのルートに流れます。次
に、これらのアクセス許可は、ルート、OU、およびアカウントにアタッチされた SCP を通過して、リク
エストを行うプリンシパル (IAM ロールまたはユーザー) に到達する必要があります。各 SCP は、その下
のレベルに渡されるアクセス許可をフィルタリングできます。アクションが Deny ステートメントによっ
てブロックされた場合、その SCP の影響を受けるすべての OU およびアカウントは、そのアクションへ
のアクセスを拒否されます。下位レベルの SCP は、上位レベルの SCP によってブロックされたアクセス
許可を追加できません。SCP はフィルタリングのみが可能で、アクセス許可を追加することはできませ
ん。

SCP は、ポリシーの要素が子 OU とアカウントによって継承される方法を変更する継承演算子をサポート
していません。

次の図では SCP (p. 113) の仕組みを示しています。
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この図では、左側の楕円が、組織ルートにアタッチされている SCP を表していると仮定します。これによ
り、A、B、C のアクセスが許可されます。ルートには組織単位 (OU) が含まれ、右側の楕円が表す 2 番目
の SCP がアタッチされています。2 番目の SCP は、C、D、E のアクセスを許可します。ルートにアタッ
チされている SCP は D または E を許可しないため、組織内の OU またはアカウントはそれらを使用でき
ません。OU にアタッチされている SCP が D と E を明示的に許可しても、組織ルートにアタッチされた 
SCP によってよってブロックされるため、結果的にはブロックされます。OU の SCP が A と B を許可し
ていないため、OU とその子 OU またはアカウントに対するこれらのアクセス許可はブロックされます。
ただし、ルートの下にある他の OU は引き続き A や B を許可することができます。

OU の階層をアカウントまでトラバースすると、前の段落のプロセスが各 OU で繰り返され、最後にアカ
ウントで繰り返されます。各レベルでは、親での評価結果が図の左側にあるポリシーとなり、子 OU にア
タッチされた SCP と比較されます。

例えば、ツリーを下って X という子 OU に移動する場合、左側の楕円は、階層内で OU X の上位にあるす
べての SCP によって許可されている、継承された有効なアクセス許可を表しているとします。右側の楕
円は、OU に接続された SCP または OU X に含まれる AWS アカウント を表します。ここでも、これら
のアクセス許可の交点は、右側のエンティティで使用できるものです。そのエンティティ がAWS アカウ
ント の場合、交点がそのアカウントのユーザーとロールに付与できるアクセス許可セットとなります。エ
ンティティが OU の場合、交点は OU の子が継承できるアクセス許可セットとなります。アカウントに到
達するまで、OU 階層の下位レベルごとにこのプロセスを繰り返します。最終的に有効になったポリシー
が、そのアカウントの上位にあるすべての SCP によって許可され、それにアタッチされたアクセス許可の
リストに表示されます。

つまり、メンバーアカウントレベルで AWS サービス API を許可するには、メンバーアカウントと組織
ルートの間のすべてのレベルで、その API を許可する必要があります。組織ルートから、指定された 
AWS サービス API を許可するメンバーアカウント (ec2:RunInstances など) まで、すべてのレベルに SCP 
をアタッチする必要があります。これには、次の戦略のいずれかを使用できます。

• 拒否リスト戦略 (p. 127)は、デフォルトですべての OU とアカウントにアタッチされている
FullAWSAccess SCP を使用します。この SCP は、デフォルトの暗黙の拒否を上書きし、追加の SCP 
を作成し、適切な OU またはアカウントにアタッチしてアクセス許可を明示的に拒否しない限り、すべ
てのアクセス許可がルートからすべてのアカウントに流れることを明示的に許可します。この戦略が有
効なのは、ポリシー内の明示的な deny があらゆる種類の allow を常に上書きするためです。拒否ポ
リシーのある OU のレベルの下のアカウントでは、拒否された API は使用できません。また、アクセス
許可を階層の下位に追加する方法はありません。詳細については、「SCP を拒否リストとして使用す
る (p. 127)」を参照してください。

• 許可リスト戦略 (p. 129)では、すべての OU とアカウントにデフォルトで接続されている
FullAWSAccess SCP を削除します。つまり、明示的に許可しない限り、API はどこでも許可されない
ということです。サービス API を AWS アカウント で動作させるには、独自の SCP を作成し、アカウ
ントとその上にあるルートまでのすべての OU にアタッチする必要があります。ルートから始まる階層
内のすべての SCP は、OU とその下のアカウントで使用できるようにする API を明示的に許可する必要
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があります。この戦略が有効なのは、SCP 内の明示的な allow が暗黙的な deny を上書きするためで
す。詳細については、「SCP を許可リストと使用する (p. 129)」を参照してください。

暗黙的な許可と、明示的な許可および拒否の観点でポリシーがどのように評価されるか、また、上書き
し、上書きされる許可および拒否を確認するには、「アカウント内でのリクエストの許可または拒否を決
定する」を参照してください。

アカウント内のユーザーとロールは、それらやグループにアタッチされている AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス許可ポリシーを使用してアクセス許可を付与される必要があります。SCP 
は、それらのポリシーによって付与するために使用できるアクセス許可を決定するだけです。ユーザー
は、該当する SCP で許可されていないアクションを実行することはできません。1 つ以上の IAM アクセ
ス許可ポリシーによりアクションがユーザーまたはロールに付与されている場合、SCP で許可されている
アクションを使用できます。

SCP を組織ルートや OU に、またアカウントに直接アタッチする際、所定のアカウントに影響するすべ
てのポリシーは、IAM アクセス許可ポリシーを規定するものと同じルールを使用してまとめて評価されま
す。

• 影響を受けるアカウントのユーザーとロールは、SCP の Deny ステートメントにリストされているアク
ションを実行できません。明示的な Deny ステートメントは、他の SCP により付与されるどの Allow
よりも優先されます。

• 明示的に Allow を SCP に持つ (例えば、デフォルトの "*" SCP や、特定のサービスやアクションを呼
び出すその他の SCP) 任意のアクションは、影響を受けるアカウントのユーザーおよびロールに移譲で
きます。

• SCP により明示的に許可されていない任意のアクションは、暗示的に拒否され、影響を受けるアカウン
トのユーザーまたはロールに委任できません。

デフォルトでは、FullAWSAccess と名付けられた SCP が各組織ルート、OU、アカウントにアタッチさ
れています。このデフォルト SCP はすべてのアクションとすべてのサービスを許可します。したがって新
しい組織では、SCP の作成と操作を開始するまで、既存のすべての IAM アクセス許可が継続して機能し
ます。新しい、または修正された SCP をアカウントを含む組織ルートや OU に適用するとすぐに、ユー
ザーがアカウントで持つアクセス権限は SCP によりフィルタリングされます。指定のアカウントの階層の
各レベルで SCP により許可されなくなると、以前は機能していたアクセス権限は拒否されるようになりま
す。

組織ルートで SCP ポリシータイプを無効にすると、すべての SCP が組織ルート内のすべてのエンティ
ティから自動的にデタッチされます。組織ルートで SCP を再度有効にすると、元のすべてのアタッチメン
トは失われ、すべてのエンティティが、デフォルトの FullAWSAccess SCP のみがアタッチされた状態
にリセットされます。

SCP の構文の詳細については、「SCP 構文 (p. 129)」を参照してください。

アカウントに適用されているすべてのポリシーと、そのポリシーの取得元の一覧を表示できます。これを
行うには、AWS Organizations コンソールでアカウントを選択します。アカウントの詳細ページで、[ポリ
シー] を選択し、右側の詳細ペインで [サービスコントロールポリシー] を選択します。アカウントの任意
のコンテナまたはすべての親コンテナにポリシーをアタッチできるため、同じポリシーが複数回アカウン
トに適用される場合があります。アカウントに適用される効果的なポリシーは、適用可能なすべてのポリ
シーの許可されたアクセス許可の交点です。

SCP の使用方法の詳細については、「サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113)」を参照してくだ
さい。

管理ポリシータイプのポリシー構文と継承
Important

このセクションの情報は、SCP には適用されません。前のセクション「サービスコントロールポ
リシーの継承 (p. 94)」を参照してください。
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管理ポリシーには、次のタイプがあります。

• 人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシー (p. 151)
• バックアップポリシー (p. 166)
• タグポリシー (p. 200)

継承の動作は、管理ポリシータイプの場合とサービスコントロールポリシーの場合とで異なります。この
管理ポリシータイプの構文には、継承演算子が含まれています。継承演算子を使用すると、適用する親ポ
リシーの要素や、子 OU とアカウントが継承する際に上書きまたは変更できる要素を細かく指定できま
す。

有効なポリシーは、組織ルートと OU から継承されるルールのセットと、アカウントに直接アタッチさ
れたルールのセットです。有効なポリシーは、アカウントに適用される最終的なルールセットを指定しま
す。適用されたポリシー内のすべての継承演算子の効果を含む、アカウントの有効なポリシーを表示でき
ます。詳細については、 有効なタグポリシーの表示 (p. 216)を参照してください。

このセクションでは、親ポリシーと子ポリシーがアカウントの有効なポリシーにどのように処理されるか
を説明します。

用語
このトピックでは、ポリシーの継承について説明するときに、次の用語を使用します。

ポリシーの継承

組織の最上位ルートから、組織単位 (OU) 階層、個々のアカウントへと移行する、組織のさまざまな
レベルでのポリシーの相互作用です。

ポリシーは、組織ルート、OU、個々のアカウント、およびこれらの組織エンティティの任意の組み合
わせにアタッチできます。ポリシーの継承とは、組織ルートまたは OU にアタッチされたポリシーを
指します。ポリシーがアタッチされている組織ルートまたは OU のメンバーであるすべてのアカウン
トは、そのポリシーを継承します。

例えば、ポリシーを組織ルートにアタッチすると、組織内のすべてのアカウントがそのポリシーを継
承します。これは、組織内のすべてのアカウントが常に組織ルートの下にあるためです。特定の OU 
にポリシーをアタッチすると、その OU または子 OU の直下にあるアカウントがそのポリシーを継承
します。組織内の複数のレベルにポリシーをアタッチできるため、アカウントは 1 つのポリシータイ
プに対して複数のポリシードキュメントを継承する場合があります。

親ポリシー

組織ツリーで下位のエンティティにアタッチされているポリシーよりも上位にアタッチされているポ
リシー。

例えば、ポリシー A を組織ルートにアタッチすると、それは単なるポリシーです。ここでポリシー B 
を そのルートの下にある OU にアタッチすると、ポリシー A はポリシー B の親ポリシーとなり、ポ
リシー B はポリシー A の子ポリシーとなります。ポリシー A とポリシー B がマージされ、OU のア
カウントの有効なタグポリシーになります。

子ポリシー

組織ツリーで親ポリシーよりも下位レベルでアタッチされているポリシー。
有効なポリシー

アカウントに適用されるルールを指定する、最終的な 1 つのポリシードキュメント。有効なポリシー
は、アカウントが継承するすべてのポリシーと、アカウントに直接アタッチされたポリシーが集約さ
れたものです。例えば、タグポリシーを使用すると、アカウントに適用される有効なタグポリシーを
表示できます。詳細については、 有効なタグポリシーの表示 (p. 216)を参照してください。
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継承演算子 (p. 98)

継承されたポリシーを 1 つの有効なポリシーにマージする方法を制御する演算子。これらの演算子
は、アドバンスト機能とみなされます。経験豊富なポリシー作成者は、ポリシーを使用して、子ポリ
シーがどのような変更を行うことができるか、ポリシーの設定がどのようにマージされるかを制限で
きます。

継承演算子
継承演算子は、アカウントの有効なポリシーが作成される際に、継承されたポリシーとアカウントポリ
シーがどのようにマージされるかを制御します。これらの演算子には、値設定演算子と子制御演算子が含
まれます。

AWS Organizations コンソールでビジュアルエディタを使用する場合は、@@assign 演算子のみを使用で
きます。他の演算子は、アドバンスト機能とみなされます。他の演算子を使用するには、JSON ポリシー
を手動で作成する必要があります。経験豊富なポリシーの作成者は、継承演算子を使用して、有効なポリ
シーに適用するタグ値を制御し、子ポリシーがどのような変更を行うことができるかを制限できます。

値設定演算子

次の値設定演算子を使用して、ポリシーと親ポリシーとの相互作用を制御できます。

• @@assign － 継承されたポリシー設定を指定した設定で上書きします。指定した設定が継承されてい
ない場合、この演算子はその設定を有効なポリシーに追加します。この演算子は、任意のタイプのポリ
シー設定に適用できます。
• 単一値の設定の場合、この演算子は、継承された値を指定された値に置き換えます。
• 複数値設定 (JSON 配列) の場合、この演算子は、継承された値をすべて削除し、このポリシーで指定

された値に置き換えます。
• @@append － 継承された設定に、指定した設定を (一切削除せずに) 追加します。指定した設定が継承さ

れていない場合、この演算子はその設定を有効なポリシーに追加します。この演算子は、複数値の設定
でのみ使用できます。
• この演算子は、指定された値を継承された配列内の任意の値に追加します。

• @@remove － 継承された指定の設定を有効なポリシーから削除します (存在する場合)。この演算子は、
複数値の設定でのみ使用できます。
• この演算子は、親ポリシーから継承された値の配列から、指定された値のみを削除します。他の値は

配列内に引き続き存在することができ、子ポリシーによって継承できます。

子制御演算子

制御演算子の使用はオプションです。@@operators_allowed_for_child_policies 演算子を使用
して、子ポリシーで使用できる値設定演算子を制御できます。すべての演算子、一部の演算子を許可する
か、または演算子を一切許可しないという選択肢があります。デフォルトでは、すべての演算子 (@@all) 
が許可されます。

• "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@all"] － 子 OU とアカウントは、ポリシー
の任意の演算子を使用できます。デフォルトでは、子ポリシーですべての演算子が許可されます。

• "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@assign", "@@append", "@@remove"]
－ 子 OU とアカウントは、子ポリシーで指定された演算子のみを使用できます。この子制御演算子で
は、1 つ以上の値設定演算子を指定できます。

• "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] － 子 OU とアカウントは、ポリ
シーの演算子を使用できません。この演算子を使用して、子ポリシーがこれらの値を追加、付加、また
は削除できないように、親ポリシーで定義されている値で効果的にロックできます。
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Note

継承された子制御演算子によって演算子の使用が制限されている場合、子ポリシーでそのルール
を元に戻すことはできません。親ポリシーに子制御演算子を含めると、すべての子ポリシーの値
設定演算子が制限されます。

ポリシーの継承の例
これらの例は、親タグポリシーと子タグポリシーがマージされてアカウントの有効なタグポリシーになる
のを示すことにより、ポリシーの継承がどのように機能するかを示しています。

この例では、次の図に示す組織構造があることを前提としています。

例
• 例 1: 子ポリシーによるタグ値のみの上書きを許可する (p. 99)
• 例 2: 継承されたタグに新しい値を追加する (p. 100)
• 例 3: 継承されたタグから値を削除する (p. 102)
• 例 4: 子ポリシーへの変更を制限する (p. 103)
• 例 5: 子制御演算子との競合  (p. 105)
• 例 6: 同じ階層レベルで値を追加した場合の競合 (p. 105)

例 1: 子ポリシーによるタグ値のみの上書きを許可する
次のタグポリシーは、CostCenter タグキーと 2 つの許容値 (Development および Support) を定義し
ます。組織ルートにアタッチすると、タグポリシーは組織内のすべてのアカウントで有効になります。

ポリシー A － 組織ルートのタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "Development", 
                    "Support" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

OU1 のユーザーにキーに別のタグ値を使用してもらい、特定のリソースタイプに対してタグポリシーを適
用するようにしたいとします。ポリシー A では、許可される子制御演算子が指定されていないため、すべ
ての演算子が許可されます。@@assign 演算子を使用して、次のようなタグポリシーを作成し、OU1 にア
タッチできます。
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ポリシー B － OU1 タグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "Sandbox" 
                ] 
            }, 
            "enforced_for": { 
                "@@assign": [ 
                    "redshift:*", 
                    "dynamodb:table" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

タグの @@assign 演算子を指定すると、ポリシー A とポリシー B が統合されてアカウントの有効なタグ
ポリシーが形成された場合に、以下のようになります。

• ポリシー B は、親ポリシーであるポリシー A で指定された 2 つのタグ値を上書きします。その結
果、Sandbox は、CostCenter タグキーの準拠値のみとなります。

• enforced_for を追加することで、すべての Amazon Redshift リソースと Amazon DynamoDB テーブ
ルで、指定されたタグ値として CostCenter タグを使用する必要があることが指定されます。

図に示すように、OU1 には 2 つのアカウント (111111111111 と 222222222222) が含まれています。

アカウント 111111111111 および 222222222222 に対して有効な、結果として生じるタグポリシー

Note

表示された有効なポリシーの内容を、新しいポリシーの内容として直接使用することはできませ
ん。構文には、他の子ポリシーと親ポリシーのマージを制御するために必要な演算子は含まれて
いません。有効なポリシーの表示は、マージの結果を把握することのみを目的としています。

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": "CostCenter", 
            "tag_value": [ 
                "Sandbox" 
            ], 
            "enforced_for": [ 
                "redshift:*", 
                "dynamodb:table" 
            ] 
        } 
    }
}

例 2: 継承されたタグに新しい値を追加する

組織内のすべてのアカウントで、許容値の短いリストでタグキーを指定する必要がある場合が考えられ
ます。1 つの OU のアカウントでは、リソースの作成時にそれらのアカウントのみが指定できる追加の
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値を許可することをおすすめします。この例では、@@append 演算子を使用してその方法を指定しま
す。@@append 演算子はアドバンスト機能です。

例 1 と同様、この例も組織ルートのタグポリシーのポリシー A から始まります。

ポリシー A － 組織ルートのタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "Development", 
                    "Support" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

この例では、ポリシー C を OU2 にアタッチします。この例の違いは、ポリシー C で @@append 演算子を
使用すると、許容可能な値のリストと enforced_for ルールが上書きされるのではなく、追加されるこ
とです。

ポリシー C － 値を追加するための OU2 タグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@append": [ 
                    "Marketing" 
                ] 
            }, 
            "enforced_for": { 
                "@@append": [ 
                    "redshift:*", 
                    "dynamodb:table" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー C を OU2 にアタッチすると、ポリシー A とポリシー C がマージしてアカウントの有効なタグポ
リシーを形成した時点で次のような効果があります。

• ポリシー C には @@append 演算子が含まれているため、ポリシー A で指定されている許容タグ値のリ
ストを上書きするのではなく、追加できます。

• ポリシー B では、enforced_for を追加することにより、すべての Amazon Redshift リソースと 
Amazon DynamoDB テーブルで、指定されたタグ値として CostCenter タグを使用する必要があるこ
とが指定されます。上書き (@@assign) と追加 (@@append) は、子ポリシーが指定できるものを制限す
る子制御演算子が親ポリシーに含まれていない場合、同じ効果があります。

101



AWS Organizations ユーザーガイド
管理ポリシータイプのポリシー構文と継承

図に示すように、OU2 には 1 つのアカウント (999999999999) が含まれています。ポリシー A とポリシー 
C をマージして、アカウント 999999999999 に対する有効なタグポリシーを作成します。

アカウント 999999999999 に対する有効なタグポリシー

Note

表示された有効なポリシーの内容を、新しいポリシーの内容として直接使用することはできませ
ん。構文には、他の子ポリシーと親ポリシーのマージを制御するために必要な演算子は含まれて
いません。有効なポリシーの表示は、マージの結果を把握することのみを目的としています。

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": "CostCenter", 
            "tag_value": [ 
                "Development", 
                "Support", 
                "Marketing" 
            ], 
            "enforced_for": [ 
                "redshift:*", 
                "dynamodb:table" 
            ] 
        } 
    }
}

例 3: 継承されたタグから値を削除する

組織にアタッチされたタグポリシーで、アカウントで使用するよりも多くのタグ値が定義されている場合
があります。この例では、@@remove 演算子を使用してタグポリシーを変更する方法について説明しま
す。@@remove はアドバンスト機能です。

他の例と同様、この例は組織ルートのタグポリシーのポリシー A から始まります。

ポリシー A － 組織ルートのタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "Development", 
                    "Support" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

この例では、ポリシー D をアカウント 999999999999 にアタッチします。

ポリシー D － 値を削除するためのアカウント 999999999999 のタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
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            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@remove": [ 
                    "Development", 
                    "Marketing" 
                ], 
                "enforced_for": { 
                    "@@remove": [ 
                        "redshift:*", 
                        "dynamodb:table" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー D をアカウント 999999999999 にアタッチすると、ポリシー A、ポリシー C、およびポリシー D 
をマージして有効なタグポリシーを形成した時点で、次の効果があります。

• 前述の例をすべて実行した場合、ポリシー B、C、および C は A の子ポリシーになっています。ポリ
シー B は OU1 にのみアタッチされるため、アカウント 9999999999999 には影響しません。

• アカウント 9999999999999 の場合、CostCenter タグキーの許容値は Support のみです。
• CostCenter タグキーに対してコンプライアンスは強制されません。

アカウント 999999999999 の新しい有効なタグポリシー

Note

表示された有効なポリシーの内容を、新しいポリシーの内容として直接使用することはできませ
ん。構文には、他の子ポリシーと親ポリシーのマージを制御するために必要な演算子は含まれて
いません。有効なポリシーの表示は、マージの結果を把握することのみを目的としています。

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": "CostCenter", 
            "tag_value": [ 
                "Support" 
            ] 
        } 
    }
}

後で OU2 にアカウントを追加すると、追加したアカウントの有効なタグポリシーはアカウント 
999999999999 とは異なるものになります。これは、より制限の厳しいポリシー D がアカウントレベルで
のみアタッチされ、OU にはアタッチされていないためです。

例 4: 子ポリシーへの変更を制限する

子ポリシーの変更を制限する必要がある場合があります。この例では、子制御演算子を使用してそれを行
う方法について説明します。

この例では、新しい組織ルートタグポリシーから開始し、タグポリシーがまだ組織エンティティにアタッ
チされていないことを前提としています。

ポリシー E – 子ポリシーの変更を制限する組織ルートのタグポリシー
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{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "@@assign": "Project" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"], 
                "@@assign": [ 
                    "Maintenance", 
                    "Escalations" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー E を組織ルートにアタッチすると、子ポリシーが Project タグキーを変更できなくなります。
ただし、子ポリシーはタグ値を上書きまたは追加できます。

その後、次のポリシー F を OU にアタッチすると仮定します。

ポリシー F － OU のタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "PROJECT" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@append": [ 
                    "Escalations - research" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー E とポリシー F をマージした時点で、OU のアカウントに次のような影響があります。

• ポリシー F は、ポリシー E の子ポリシーです。
• ポリシー F は大文字と小文字の取り扱いを変更しようとしますが、できません。これは、ポリシー E に

タグキーの "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 演算子が含まれてい
るためです。

• ただし、ポリシー F はキーのタグ値を追加できます。これは、ポリシー E にタグ値の
"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"] が含まれているためです。

OU のアカウントに対する有効なポリシー

Note

表示された有効なポリシーの内容を、新しいポリシーの内容として直接使用することはできませ
ん。構文には、他の子ポリシーと親ポリシーのマージを制御するために必要な演算子は含まれて
いません。有効なポリシーの表示は、マージの結果を把握することのみを目的としています。

{ 
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    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": "Project", 
            "tag_value": [ 
                "Maintenance", 
                "Escalations", 
                "Escalations - research" 
            ] 
        } 
    }
}

例 5: 子制御演算子との競合

子制御演算子は、組織階層の同じレベルでアタッチされたタグポリシー内に存在することができます。こ
の場合、ポリシーがマージされてアカウントの有効なポリシーを形成するときに、許可された演算子の共
通部分が使用されます。

ポリシー G とポリシー H が組織ルートにアタッチされていると仮定します。

ポリシー G － 組織ルートのタグポリシー 1

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_value": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"], 
                "@@assign": [ 
                    "Maintenance" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー H － 組織ルートのタグポリシー 2

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_value": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append", "@@remove"] 
            } 
        } 
    }
}

この例では、組織ルートの 1 つのポリシーで、タグキーの値のみを追加できるということが定義されてい
ます。組織ルートにアタッチされたもう 1 つのポリシーは、子ポリシーが値の追加と削除の両方を行うこ
とを許可します。これら 2 つのアクセス許可の共通部分が子ポリシーに使用されます。その結果、子ポリ
シーは値を追加できますが、値は削除できません。したがって、子ポリシーはタグ値のリストに値を追加
できますが、Maintenance の値を削除することはできません。

例 6: 同じ階層レベルで値を追加した場合の競合

各組織エンティティに複数のタグポリシーをアタッチできます。これを行うと、同じ組織エンティティに
アタッチされているタグポリシーに競合する情報が含まれる場合があります。ポリシーは、組織エンティ
ティにアタッチされた順序に基づいて評価されます。最初に評価されるポリシーを変更するには、ポリ
シーをデタッチしてから再度アタッチします。
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ポリシー J が最初に組織ルートにアタッチされ、その次にポリシー K が組織ルートにアタッチされると仮
定します。

ポリシー J － 組織ルートにアタッチされた最初のタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "PROJECT" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@append": ["Maintenance"] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー K － 組織ルートにアタッチされた 2 番目のタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "project" 
            } 
        } 
    }
}

この例では、PROJECT タグキーを定義したポリシーが最初に組織ルートにアタッチされたため、このタグ
キーが有効なタグポリシーで使用されます。

ポリシー JK － アカウントの有効なタグポリシー

アカウントの有効なポリシーは次のようになります。

Note

表示された有効なポリシーの内容を、新しいポリシーの内容として直接使用することはできませ
ん。構文には、他の子ポリシーと親ポリシーのマージを制御するために必要な演算子は含まれて
いません。有効なポリシーの表示は、マージの結果を把握することのみを目的としています。

{ 
    "tags": { 
        "project": { 
            "tag_key": "PROJECT", 
            "tag_value": [ 
                "Maintenance" 
            ] 
        } 
    }
}

AWS Organizations の代理管理者
AWS Organizations ポリシー管理を指定のメンバーアカウントに委任して、デフォルトでは管理アカウン
トのみが使用できるポリシーアクションを実行できます。
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リソースベースの委任ポリシーを作成または更新する
管理アカウントから、組織のリソースベースの委任ポリシーを作成または更新し、ポリシーに対してア
クションを実行できるメンバーアカウントを指定するステートメントを追加します。ポリシーに複数のス
テートメントを追加して、メンバーアカウントにさまざまなアクセス許可を示すことができます。

最小アクセス許可

リソースベースの委任ポリシーを作成または更新するには、次のアクションを実行するアクセス
許可が必要です。

• organizations:PutResourcePolicy
• organizations:DescribeResourcePolicy

また、必要なアクションに対応する IAM アクセス許可を委任された管理者アカウントのロールと
ユーザーに付与する必要があります。IAM アクセス許可がない場合、呼び出し元のプリンシパル
は AWS Organizations ポリシーの管理を許可されていないと見なされます。

AWS Management Console

次のいずれかの方法を使用して、AWS Management Console のリソースベースの委任ポリシーにス
テートメントを追加します。

• JSON ポリシー — リソースベースの委任ポリシーの例 (p. 111)を貼り付けてカスタマイズしてア
カウントで使用するか、JSON エディタでの独自の JSON ポリシードキュメントを入力します。

• ビジュアルエディタ — ビジュアルエディタで新しい委任ポリシーを作成します。これによ
り、JSON 構文を記述せずに委任ポリシーを作成できます。

JSON ポリシーエディタを使用して委任ポリシーを作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Settings] (設定) を選択します。
3. [Delegated administrator for AWS Organizations](AWS Organizations の委任管理者) セクション

で、[Delegate] (委任) を選択して Organizations 委任ポリシーを作成します。既存の委任ポリシー
を更新するには、[Edit] (編集) を選択します。

4. JSON ポリシードキュメントを入力するか貼り付けます。IAM ポリシー言語の詳細については、 
「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照してください。

5. ポリシーの検証中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決
し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して作業を保存します。

ビジュアルエディタを使用して、委任ポリシーを作成または更新します。

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Settings] (設定) を選択します。
3. [Delegated administrator for AWS Organizations](AWS Organizations の委任管理者) セクション

で、[Delegate] (委任) を選択して Organizations 委任ポリシーを作成します。既存の委任ポリシー
を更新するには、[Edit] (編集) を選択します。

4. [Create Delegation policy] (委任ポリシーの作成) ページで、[Add new statement] (新しいステート
メントを追加)を選択します。
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5. [Effect] (効果) を Allow に設定します。
6. Principal を追加して委任したいメンバーアカウントを定義します。構文の詳細については、

「リソースベースの委任ポリシーの例 (p. 111)」を参照してください。
7. [Actions] (アクション) のリストから、委任するアクションを選択します。[Filter actions] (アク

ションのフィルタ)を使用して選択を絞り込むことができます。
8. 委任されたメンバーアカウントが組織ルートまたは組織単位 (OU) にポリシーをアタッチできる

かどうかを指定するには、Resources を設定します。また、リソースタイプとして policy を
選択する必要があります。詳細については、「リソースベースの委任ポリシーの例 (p. 111)」を
参照してください。リソースは次の方法で指定できます。

• [Add a resource] (リソースの追加) を選択し、ダイアログボックスのプロンプトに従って 
Amazon リソースネーム (ARN) を作成します。

• エディタでリソース ARN を手動で一覧表示します。ARN 構文の詳細については、「AWS 全
般のリファレンス」の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してください。ポリシーのリ
ソース要素で ARN を使用する方法については、「IAM JSON ポリシー要素: Resource」を参照
してください。

9. 委任するポリシータイプなど、他の条件を指定するには、[Add a condition] (条件の追加) を選択
します。条件の [Condition key] (条件キー)、[Tag key] (タグキー)、[Qualifier] (修飾子)、[Operator]
(演算子) を選択し、Value を入力します。詳細については、「リソースベースの委任ポリシーの
例 (p. 111)」を参照してください。完了したら、[Add condition] (条件の追加) を選択します。条
件要素の詳細については、「IAM JSON ポリシーリファレンス」の「IAM JSON ポリシーの要素: 
条件」を参照してください。

10. さらにアクセス許可ブロックを追加するには、[Add new statement] (新しいステートメントを追
加) を選択します。各ブロックに対して、ステップ 5 から 9 を繰り返します。

11. ポリシーの検証で生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決し、[Create 
policy] (ポリシーの作成) を選択して作業を保存します。

AWS CLI & AWS SDKs

委任ポリシーを作成または更新する

以下のコマンドを使用して委任ポリシーを作成または更新できます。

• AWS CLI: put-resource-policy

以下は委任ポリシーを作成または更新する例です。

$ aws organizations put-resource-policy --content
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Fully_manage_backup_policies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "135791357913" 
            } 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:CreatePolicy", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:UpdatePolicy", 
                "organizations:DeletePolicy", 
                "organizations:AttachPolicy", 
                "organizations:DetachPolicy" 
            ], 
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AWS Organizations ユーザーガイド
リソースベースの委任ポリシーを作成または更新する

            "Resource": [ 
                "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu", 
                "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*", 
                "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*", 
                "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*", 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "organizations:PolicyType": [ 
                        "BACKUP_POLICY" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

• AWS SDK: PutResourcePolicy

サポート対象の委任ポリシーのアクション

委任ポリシーでは、次のアクションがサポートされています。

• AttachPolicy

• CreatePolicy

• DeletePolicy

• DeletePolicy

• DescribeAccount

• DescribeCreateAccountStatus

• DescribeEffectivePolicy

• DescribeHandshake

• DescribeOrganization

• DescribeOrganizationalUnit

• DescribePolicy

• DescribeResourcePolicy

• DetachPolicy

• DisablePolicyType

• EnablePolicyType

• ListAccounts

• ListAccountsForParent

• ListAWSServiceAccessForOrganization

• ListChildren

• ListCreateAccountStatus

• ListDelegatedAdministrators

• ListDelegatedServicesForAccount

• ListHandshakesForAccount

• ListHandshakesForOrganization

• ListOrganizationalUnitsForParent
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AWS Organizations ユーザーガイド
リソースベースの委任ポリシーを表示する

• ListParents
• ListPolicies
• ListPoliciesForTarget
• ListRoots
• ListTagsForResource
• ListTargetsForPolicy
• TagResource
• UntagResource
• UpdatePolicy

リソースベースの委任ポリシーを表示する
管理アカウントから、組織のリソースベースの委任ポリシーを表示して、どの委任管理者がどのポリシー
タイプを管理できるかを把握できます。

最小アクセス許可

リソースベースのデリゲーションポリシーを表示するに
は、organizations:DescribeResourcePolicy のアクションを実行するアクセス許可が必
要です。

AWS Management Console

委任ポリシーを表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Settings] (設定) を選択します。
3. [Delegated administrator for AWS Organizations] (AWS Organizations の委任管理者) セクション

をスクロールすると、委任ポリシー全体が表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

委任ポリシーを表示する

以下のコマンドを使用して委任ポリシーを表示できます。

• AWS CLI: describe-resource-policy

以下はポリシーを取得する例です。

$ aws organizations describe-resource-policy

• AWS SDK: DescribeResourcePolicy

リソースベースの委任ポリシーを削除する
組織内のポリシーの管理を委任する必要がなくなった場合、リソースベースの委任ポリシーを組織の管理
アカウントから削除できます。
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委任ポリシーの例

Important

リソースベースの委任ポリシーを削除した場合、回復できません。

最小アクセス許可

リソースベースのデリゲーションポリシーを削除するに
は、organizations:DeleteResourcePolicy のアクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

AWS Management Console

委任ポリシーを削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Settings] (設定) を選択します。
3. [Delegated administrator for AWS Organizations] (AWS Organizations の委任管理者) セクション

で、[Delete] (削除) を選択します。
4. [Detach policy] (ポリシーの削除) のダイアログボックスで、 delete を入力します。[Delete 

policy] (ポリシーの削除) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

委任ポリシーを削除する

以下のコマンドを使用して委任ポリシーを削除できます。

• AWS CLI: delete-resource-policy

以下はポリシーを削除する例です。

$ aws organizations delete-resource-policy

• AWS SDK: DeleteResourcePolicy

リソースベースの委任ポリシーの例
以下はリソースベースの委任ポリシーを使用する方法の例です。

例
• 例: 組織、OU、アカウント、ポリシーの表示 (p. 111)
• 例: 組織のバックアップポリシーを管理するための一括アクセス許可 (p. 112)

例: 組織、OU、アカウント、ポリシーの表示
ポリシーの管理を委任する前に、組織の階層構造を移動したり、組織単位 (OU)、アカウント、およびそれ
らにアタッチされているポリシーを表示するために、アクセス許可を委任する必要があります。

以下は、これらのアクセス許可をメンバーアカウント AccountId のリソースベースの委任ポリシーに含
める方法の例です。
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委任ポリシーの例

Important

このポリシーを使用して Organizations 読み取り専用アクションを委任することは可能ですが、
この例で示されているように、必要最小限のアクションのみにアクセス許可を付与することをお
すすめします。

このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、アクションをプログラムで完了するために必要なア
クセス許可を付与します。この委任ポリシーを使用するには、 AccountId の AWS プレースメントフォ
ルダテキストを独自の情報に置き換えてください。次に、AWS Organizations の代理管理者 (p. 106) の
指示に従ってください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribePolicy", 
        "organizations:DescribeEffectivePolicy", 
        "organizations:ListRoots", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListPolicies", 
        "organizations:ListPoliciesForTarget", 
        "organizations:ListTargetsForPolicy", 
        "organizations:ListTagsForResource" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

例: 組織のバックアップポリシーを管理するための一括アクセス
許可
以下は create、read、update、delete アクションや attach、detach のポリシーアクションなど、
組織内のバックアップポリシーを管理するために必要なすべてのアクセス許可を管理アカウントが委任で
きるようにする、リソースベースの委任ポリシーを作成する方法の例です。各アクション、リソース、お
よび条件の重要性を理解するには、「リソースベースの委任ポリシーの例 (p. 111)」を参照してくださ
い。

Important

このポリシーにより、委任管理者は管理アカウントを含む組織内の任意のアカウントで作成した
ポリシーに対して指定されたアクションを実行できます。

この例では、委任ポリシーにより、AWS API または AWS CLI からプログラムでアクションを完
了するために必要なアクセス許可が付与されます。この委任ポリシーを使用するには、Member 
AccountId、ManagementAccountId、OrganizationId、および RootId の AWS プレースホルダー
テキストを独自の情報に置き換えます。次に、AWS Organizations の代理管理者 (p. 106) の指示に従っ
てください。
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サービスコントロールポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::MemberAccountId:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribePolicy", 
        "organizations:DescribeEffectivePolicy", 
        "organizations:ListRoots", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListPolicies", 
        "organizations:ListPoliciesForTarget", 
        "organizations:ListTargetsForPolicy", 
        "organizations:ListTagsForResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLikeIfExists": { 
          "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DelegatingAllActionsForBackupPolicies", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::MemberAccountId:root" 
      }, 
      "Action": [ 
        "organizations:CreatePolicy", 
        "organizations:UpdatePolicy", 
        "organizations:DeletePolicy", 
        "organizations:AttachPolicy", 
        "organizations:DetachPolicy", 
        "organizations:EnablePolicyType", 
        "organizations:DisablePolicyType" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:root/o-OrganizationId/r-RootId", 
        "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:ou/o-OrganizationId/*", 
        "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:account/o-OrganizationId/*", 
        "arn:aws:organizations::ManagementAccountId:policy/o-OrganizationId/backup_policy/
*" 
      ] 
    } 
  ]
}

サービスコントロールポリシー (SCP)
すべてのポリシータイプに共通の情報と手順については、以下のトピックを参照してください。
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SCP の効果をテストする

• ポリシータイプを有効または無効にする (p. 87)
• ポリシーの詳細を取得する (p. 89)
• ポリシーの構文と継承 (p. 94)

サービスコントロールポリシー (SCP) は、組織のアクセス許可の管理に使用できる組織ポリシーの一種で
す。SCP では、組織のすべてのアカウントで使用可能な最大アクセス許可を一元的に制御できます。SCP 
は、アカウントが組織のアクセスコントロールガイドラインに従っていることを確認するのに役立ちま
す。SCP は、すべての機能が有効になっている (p. 36) 組織でのみ使用できます。組織が一括請求機能の
みを有効にしている場合、SCP は使用できません。SCP を有効にする方法については、「ポリシータイ
プの有効化と無効化 (p. 87)」を参照してください。

組織のアカウントにアクセス許可を付与するには、SCP だけでは不十分です。SCP によってアクセス許
可を付与することはできません。SCP は、影響を受けるアカウントの IAM ユーザーおよびロールに対し
アカウントの管理者が委任するアクションのために、ガードレールを定義するか制限を設定します。管理
者は、アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを IAM ユーザーまたはロー
ル、またはアカウントのリソースに割り当てて、実際にアクセス許可を付与する必要があります。有効な
アクセス許可 (p. 115)とは、SCP によって許可されるアクセスと IAM およびリソースベースのポリシー
によって許可されるアクセスの間の論理的な交点のことです。

Important

SCP は、管理アカウントのユーザーやロールには影響を与えません。SCP は、組織内のメンバー
アカウントにのみ影響を与えます。

このページのトピック
• SCP の効果をテストする (p. 114)
• SCP の上限サイズ (p. 114)
• OU 階層における SCP の継承 (p. 115)
• アクセス許可における SCP 効果 (p. 115)
• アクセスデータを使用して SCP を改善する (p. 116)
• SCP によって制限されないタスクおよびエンティティ (p. 116)
• サービスコントロールポリシーの作成、更新、削除 (p. 117)
• サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ (p. 124)
• SCP を使用した戦略 (p. 127)
• SCP 構文 (p. 129)
• サービスコントロールポリシーの例 (p. 136)

SCP の効果をテストする
AWS では、SCP を組織のルートにアタッチする前に、そのポリシーがアカウントに与える影響を詳細に
テストすることが強く推奨されます。代わりに、お客様のアカウントを一度に 1 つずつ、または少なくと
も少人数ずつ移動できる OU を作成し、誤って主要なサービスからユーザーを締め出すことのないように
します。アカウントでサービスが使用されているかどうかを判断する方法の 1 つは、IAM のサービスの最
終アクセス時間データを調べることです。もう 1 つの方法は、API レベルでサービスの使用状況をログに
記録する AWS CloudTrail を使用します。

SCP の上限サイズ
SCP 内のすべての文字は、その上限サイズ (p. 359)に対してカウントされます。このガイドの例では、
読みやすさを向上させるため、空白文字を追加してフォーマットされた SCP を示します。ただし、ポリ
シーサイズが上限サイズに近づいている場合は、スペースを節約するために、引用符の外側にあるすべて
の空白文字 (スペースや改行など) を削除できます。
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OU 階層における SCP の継承

Tip

ビジュアルエディタを使用して SCP を構築します。これによって、よけいな空白が自動的に削除
されます。

OU 階層における SCP の継承
SCP の継承の詳細な説明については、「サービスコントロールポリシーの継承 (p. 94)」を参照してく
ださい。

アクセス許可における SCP 効果
SCP は AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可ポリシーと似ており、ほぼ同じ構文を
使用します。ただし、SCP がアクセス権限を付与することはありません。SCP は、影響を受けるアカウ
ントのアクセス許可の上限を指定する JSON ポリシーです。詳細については、IAM ユーザーガイドのポリ
シーの評価論理を参照してください。

• SCP は、組織の一部であるアカウントが管理する IAM ユーザーとロールのみに影響します。SCP はリ
ソースベースのポリシーには直接影響しません。また、組織外のアカウントに属するユーザーやロール
にも影響しません。組織内のアカウント A が所有する Amazon S3 バケットについて考えてみます。こ
のバケットポリシー (リソースベースのポリシー) は、組織外のアカウント B に属するユーザーにアクセ
スを許可します。アカウント A には SCP がアタッチされています。この SCP はアカウント B の外部
ユーザーには適用されません。SCP は組織内のアカウント A が管理するユーザーにのみ適用されます。

• SCP は、メンバーアカウントのルートユーザーを含む、メンバーアカウントの IAM ユーザーとロール
のアクセス許可を制限します。すべてのアカウントには、その上位のすべての親で許可されている権
限のみがあります。アクセス許可が、暗黙的に (Allow ポリシーステートメントに含まれない)、また
は明示的に (Deny ポリシーステートメントに含まれる)、アカウントのレベルでブロックされている場
合、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロールは、アカウント管理者が */* アクセス許可を持つ
AdministratorAccess IAM ポリシーをユーザーにアタッチしても、そのアクセス許可を使用するこ
とはできません。

• SCP は、組織内のメンバーアカウントのみに影響します。管理アカウントのユーザーやロールには影響
しません。

• ユーザーとロールには、適切な IAM アクセス許可ポリシーを使用してアクセス許可を付与する必要があ
ります。IAM アクセス許可ポリシーがアタッチされていないユーザーは、たとえ適用される SCP によ
りすべてのサービスとアクションが許可されても、いずれのサービスもアクセスも許可されません。

• アクションへのアクセスを付与する IAM アクセス許可ポリシーがユーザーまたはロールに付与されてお
り、そのアクションが適用可能な SCP によって許可されている場合、ユーザーまたはロールはそのアク
ションを実行できます。

• アクションへのアクセスを許可する IAM アクセス許可ポリシーがユーザーまたはロールに付与されてお
り、そのアクションが適用可能な SCP によって許可されていないか、または明示的に拒否されている場
合、ユーザーまたはロールがそのアクションを実行することはできません。

• SCP は、アタッチされたアカウントのすべてのユーザーやロール (ルートユーザーを含む) に影響しま
す。唯一の例外は、「SCP によって制限されないタスクおよびエンティティ (p. 116)」で説明されて
いるものです。

• SCP はサービスにリンクされたロールに影響しません。サービスにリンクされたロールを使用して、他
の AWS のサービスを AWS Organizations と統合できます。SCP によって制限することはできません。

• ルートの SCP ポリシータイプを無効にすると、そのルートのすべての AWS Organizations エンティ
ティからすべての SCP が自動的にデタッチされます。AWS Organizations エンティティには、組織単
位、組織、およびアカウントが含まれます。そのルートの SCP を再度有効にすると、そのルートはすべ
てのエンティティに自動的にアタッチされたデフォルトの FullAWSAccess ポリシーに戻ります。SCP 
の無効化の前に AWS Organizations にアタッチされていたすべての SCP は失われ、自動的には復旧さ
れません。ただし、手動で再度アタッチできます。

• アクセス許可の境界 (高度な IAM 機能) と SCP が両方存在する場合は、アクセス許可の境界、SCP、お
よびアイデンティティのポリシーによって、すべてのアクションが許可されます。
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アクセスデータを使用して SCP を改善する

アクセスデータを使用して SCP を改善する
管理アカウントの認証情報でサインインすると、IAM コンソールの AWS Organizations セクション
で、AWS Organizations エンティティまたはポリシーのサービスへの最終アクセス時間データを表示でき
ます。また、IAM で AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS API を使用して、サービスの
最終アクセス時間データを取得することもできます。このデータには、AWS Organizations アカウントの 
IAM ユーザーおよびロールが許可されているいずれかのサービスが、最後にアクセスを試みたタイミング
に関する情報が含まれます。この情報を使用して不要なアクセス許可を識別し、最小権限の原則により良
く準拠するように SCP を改良できます。

例えば、3 つの AWS のサービスへのアクセスを禁止する拒否リスト SCP (p. 127) があるとしま
す。SCP の Deny ステートメントにリストされていないすべてのサービスが許可されます。IAM のサー
ビスの最終アクセス時間データにより、SCP で許可されているが、一度も使用されていない AWS のサー
ビスを確認できます。この情報により、SCP を更新して、必要でないサービスへのアクセスを拒否できま
す。

詳細については、IAM ユーザーガイドにある下記のトピックを参照してください。

• 組織の組織サービスの最終アクセス データの表示
• データを使用した組織単位のアクセス権限の調整

SCP によって制限されないタスクおよびエンティティ
SCP を使用して次のタスクを制限することはできません。

• 管理アカウントによって実行されるすべてのアクション
• サービスにリンクされたロールにアタッチされたアクセス許可を使用して実行されるすべてのアクショ

ン。
• root ユーザーとして Enterprise サポートプランに登録する
• root ユーザーとして AWS サポートレベルを変更する
• 信頼された署名者に CloudFront プライベートコンテンツの機能を提供する
• Amazon Lightsail メールサーバーおよび Amazon EC2 インスタンスの逆引き DNS をルートユーザーと

して設定する
• 一部の AWS 関連サービスでのタスク

• Alexa Top Sites
• Alexa Web Information Service
• Amazon Mechanical Turk
• Amazon Product Marketing API

2017 年 9 月 15 日以前に作成されたメンバーアカウントのみを対象とする例外

2017 年 9 月 15 日以前に作成された一部のアカウントでは、SCP を使用して、それらのメンバーアカウン
トのルートユーザーが以下のタスクを実行することを制限することはできません。

Important

2017 年 9 月 15 日以降に作成されたすべてのアカウントでは以下の例外は適用されず、SCP を
使用して、それらのメンバーアカウントのルートユーザーによる以下のタスクの実行を制限する
ことができます。ただし、組織内のすべてのアカウントが 2017 年 9 月 15 日以降に作成されたこ
とが確かでない限り、SCP によってこれらのオペレーションの制限を試みることはお勧めしませ
ん。

• root ユーザーの Multi-Factor Authentication を有効化または無効化
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• root ユーザーの x.509 キーの作成、更新、または削除
• root ユーザーのパスワードの変更
• ルートユーザーアクセスキーの作成、更新、削除

サービスコントロールポリシーの作成、更新、削除
組織の管理アカウントにサインインすると、サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) を作成およ
び更新することができます。指定するサービスおよびアクションへのアクセスを拒否または許可するス
テートメントを構築して、SCP を作成します。

SCP を使用するためのデフォルトの設定では、「ブロックリスト」戦略を使用します。この戦略では、ア
クセスを拒否するステートメントを作成することで、ブロックするアクションを除くすべてのアクション
が暗黙的に許可されます。拒否ステートメントを使用すると、ステートメントのリソースや条件を指定で
き、NotAction 要素を使用することもできます。許可ステートメントでは、サービスおよびアクションのみ
を指定できます。アクセスを拒否するステートメントとアクセスを許可するステートメントの詳細につい
ては、「SCP を使用した戦略 (p. 127)」を参照してください。

Tip

IAM のサービスの最終アクセス時間データを、SCP を更新するためのデータポイントとして使用
し、必要な AWS のサービスのみへのアクセスを制限できます。詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「組織の Organizations サービスの最終アクセス時間データを表示する」を参照してく
ださい。

このトピックの内容

• 組織のサービスコントロールポリシーを有効にした (p. 87)あと、ポリシーを作成 (p. 117)すること
ができます。

• SCP の要件が変更された場合は、既存のポリシーを更新 (p. 120)できます。
• ポリシーが不要になった場合、すべての組織単位 (OU) およびアカウントからポリシーをデタッチした

後、ポリシーを削除 (p. 123)できます。

SCP を作成する
最小アクセス許可

SCP を作成するには、以下のアクションを実行する権限が必要です。

• organizations:CreatePolicy

AWS Management Console

サービスコントロールポリシーを作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
3. [Create new service control policy] (新しいサービスコントロールポリシーの作成) ページで、

[Policy name] (ポリシー名) とオプションの [Policy description] (ポリシーの説明) に入力します。
4. (オプション) [Add tag] (タグの追加) を選択してキーとオプションの値を入力し、1 つ以上のタグ

を追加します。値を空白のままにすると、空の文字列が設定され、null にはなりません。1 つ
のポリシーに最大 50 個のタグをアタッチできます。詳細については、「AWS Organizations リ
ソースのタグ付け (p. 235)」を参照してください。
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Note

この後のほとんどのステップでは、JSON エディタの右側にあるコントロールを使用し
て、要素ごとにポリシーを構築する方法について説明します。また、ウィンドウの左側
にある JSON エディタには、いつでもテキストを入力することもできます。直接入力す
ることも、コピーアンドペーストを使用することもできます。

5. ポリシーを構築するための次のステップは、アクセスを拒否 (p. 127)または許可 (p. 129)す
るステートメントを追加するかどうかに応じて異なります。詳細については、「SCP を使用す
るための戦略 (p. 127)」を参照してください。Deny ステートメントを使用すると、特定のリ
ソースへのアクセスを制限したり、SCP が有効になる条件を定義したり、NotAction 要素を使用
したりできるため、さらなるコントロールが可能になります。構文の詳細については、「SCP 構
文 (p. 129)」を参照してください。

アクセスを拒否するステートメントを追加するには

a. 1 で、エディタ右側の [Edit statement] (ステートメントの編集) ペインを表示します。[Add 
actions] (アクションの追加) で、AWS のサービスを選択します。

右側のオプションを選択すると、JSON エディタが更新され、左側に対応する JSON ポリ
シーが表示されます。

b. サービスを選択すると、そのサービスで使用可能なアクションが記載されたリストが開きま
す。[All actions] (すべてのアクション) または、拒否する 1 つ以上の個別のアクションを選択
します。

左側の JSON が更新され、選択したアクションが表示されます。

Note

個別のアクションを選択したら、戻って [All actions] (すべてのアクション) を選択す
ると、予定される servicename/* のエントリが JSON に追加されますが、以前に
選択した個別のアクションは JSON に残ったまま削除されません。

c. 追加のサービスからアクションを追加したい場合は、[Statement] (ステートメント) ボックス
の上部にある [All services] (すべてのサービス) を選択し、必要に応じて前の 2 つのステップ
を繰り返します。

d. ステートメントに含めるリソースを指定します。

• 2 の隣です。[Add a resource] (リソースの追加) で、[Add] (追加) を選択します。
• [Add a resource] (リソースの追加) ダイアログで、リソースを制御するサービスをリストか

ら選択します。前のステップで選択したサービスからのみ選択できます。
• [Resource type] (リソースタイプ) で、制御するリソースのタイプを選択します。
• 最後に、[Resource ARN] (リソース ARN) で Amazon リソースネーム (ARN) を入力し、ア

クセスをコントロールするリソースを特定します。中括弧 {} で囲まれたすべてのプレー
スホルダーを置き換える必要があります。そのリソースタイプの ARN 構文で許可されて
いるワイルドカード (*) を指定できます。ワイルドカードを使用できる場所については、
特定のリソースタイプに関するドキュメントを参照してください。

• [Add a resource] (リソースの追加) を選択して、ポリシーへの追加を保存します。JSON の
Resource 要素に、追加や変更が反映されます。[Resource] (リソース) 要素が必要です。

Tip

選択したサービスのすべてのリソースを指定する場合は、リストの [All resource] (す
べてのリソース) のオプションを選択するか、JSON で Resource ステートメント
を直接編集して "Resource":"*" を読み取ります。

e. (オプション) ポリシーステートメントが有効なときに制限する条件を指定するには、3 に進
みます。[Add condition] (条件の追加) で [Add] (追加) を選択します。
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• 条件キー － リストから、すべての AWS のサービスで使用できる任意の条件キー (例:
aws:SourceIp)、またはこのステートメントに選択した 1 つのサービスのみで使用できる
サービス固有のキーを選択できます。

• 限定条件 － (オプション) 条件に複数の値を入力する場合 (指定した条件キーに応じて)、値
に対するリクエストをテストする限定条件を指定できます。
• デフォルト値 — ポリシーの条件キーバリューに対する、リクエスト内の単一の値をテス

トします。リクエスト値がポリシーの値と一致する場合、条件は true を返します。ポリ
シーで複数の値を指定した場合、それらは「or」のテストとして扱われ、リクエスト値
がポリシーの値のいずれかに一致すると、条件は true を返します。

• リクエスト内の任意の値 — リクエストに複数の値を含めることができる場合、このオプ
ションでは、リクエスト値の少なくとも 1 つが、ポリシーの少なくとも 1 つの条件キー
バリューと一致するかどうかをテストします。リクエスト内のキーバリューのいずれか
がポリシーの条件値のいずれかと一致する場合に true が返されます。一致するキーまた
は空のデータセットがない場合、条件は false を返します。

• リクエスト内のすべての値 － リクエストに複数の値を含めることができる場合、このオ
プションは、すべてのリクエスト値がポリシーの条件キーバリューと一致するかどうか
をテストします。リクエストのすべてのキーバリューがポリシーの 1 つ以上の値と一致
する場合、条件は true を返します。また、リクエストにキーがない場合、またはキーバ
リューが空の文字列などの null データセットに解決される場合は true を返します。

• 演算子 — 演算子は、比較するタイプを指定します。表示されるオプションは、条件キーの
データ型によって異なります。例えば、aws:CurrentTime グローバル条件キーを使用す
ると、任意の日付比較演算子または Null から選択でき、それを使用してリクエスト内に
値が存在するかどうかをテストできます。

Null テスト以外のすべての条件演算子については、IfExists オプションを選択できます。
• 値 — (オプション) リクエストをテストする 1 つ以上の値を指定します。

[Add condition] (条件を追加) を選択します。

条件キーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーの要素: 
Condition」を参照してください。

f. (オプション) NotAction 要素を使用して、指定したアクションを除くすべてのアクション
へのアクセスを拒否するには、左側のペインにある Action を NotAction 要素の直後に表
示される "Effect": "Deny", で置き換えます。詳細については、IAM ユーザーガイドの 
「IAM JSON ポリシーの要素: NotAction」を参照してください。

6. アクセスを許可するステートメントを追加するには

a. 左側の JSON エディタで、行 "Effect": "Deny" を "Effect": "Allow" に変更しま
す。

右側のオプションを選択すると、JSON エディターが更新され、対応する JSON ポリシーが
左側に表示されます。

b. サービスを選択すると、そのサービスで使用可能なアクションが記載されたリストが開きま
す。[All actions] (すべてのアクション) または、許可する 1 つ以上のアクションを個別に選択
できます。

左側の JSON が更新され、選択したアクションが表示されます。

Note

個別のアクションを選択したら、戻って [All actions] (すべてのアクション) を選択す
ると、予定される servicename/* のエントリが JSON に追加されますが、以前に
選択した個別のアクションは JSON に残ったまま削除されません。
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c. 追加のサービスからアクションを追加したい場合は、[Statement] (ステートメント) ボックス
の上部にある [All services] (すべてのサービス) を選択し、必要に応じて前の 2 つのステップ
を繰り返します。

7. (オプション) ポリシーに別のステートメントを追加するには、[Add statement] (ステートメントを
追加) を選択し、ビジュアルエディタを使用して次のステートメントを構築します。

8. ステートメントの追加が終了したら、[ポリシーの作成] を選択して完了した SCP を保存します。

新しい SCP は組織のポリシーのリストに表示されます。SCP をルート、OU、またはアカウントにア
タッチ (p. 124)できるようになりました。

AWS CLI & AWS SDKs

サービスコントロールポリシーを作成するには

SCP を作成するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: create-policy

次の例は、JSON ポリシーのテキストを含む Deny-IAM.json いう名前のファイルがあることを
前提としたものです。このファイルを使用して、新しいサービスコントロールポリシーを作成しま
す。

$ aws organizations create-policy \ 
    --content file://Deny-IAM.json \ 
    --description "Deny all IAM actions" \ 
    --name DenyIAMSCP \ 
    --type SERVICE_CONTROL_POLICY
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "DenyIAMSCP", 
            "Description": "Deny all IAM actions", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
         "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"Statement1\",\"Effect\":\"Deny\",\"Action\":[\"iam:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}" 
    }
}

• AWS SDK: CreatePolicy

Note

SCP は、管理アカウントやその他のいくつかの状況では有効になりません。詳細については、
「SCP によって制限されないタスクおよびエンティティ (p. 116)」を参照してください。

SCP を更新する
組織の管理アカウントにサインインすると、ポリシーの名前または内容を変更することができます。SCP 
の内容を変更すると、すぐにアタッチされているすべてのアカウントの任意のユーザー、グループ、およ
びロールに影響します。

最小アクセス許可

SCP を更新するには、次のアクションを実行する権限が必要です。
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• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:UpdatePolicy。

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:DescribePolicy。

AWS Management Console

ポリシーを更新するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、更新するポリシーの名前を選択します。
3. ポリシーの詳細ページで、[Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
4. 次の変更のいずれか、またはすべてを行います。

• ポリシーの名前を変更するには、[Policy name] (ポリシー名) に新しい名前を入力します。
• 説明を変更するには、[Policy description] (ポリシーの説明) に新しいテキストを入力します。
• 左側のペインでポリシーを JSON 形式で編集すると、ポリシーテキストを編集できます。また

は、左側のエディタでステートメントを選択し、左側のコントロールを使用して要素を変更す
ることもできます。各コントロールの詳細については、このトピックで前述した SCP の作成手
順 (p. 117)を参照してください。

5. 完了したら、[変更の保存] を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシーを更新するには

ポリシーを更新するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: update-policy

次の例では、ポリシーの名前を変更します。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --name "MyRenamedPolicy"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "MyRenamedPolicy", 
            "Description": "Blocks all IAM actions", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"Statement1\",\"Effect\":\"Deny\",\"Action\":[\"iam:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}" 
    }
}

次の例では、サービスコントロールポリシーの説明を追加または変更します。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
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    --description "My new policy description"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "MyRenamedPolicy", 
            "Description": "My new policy description", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"Statement1\",\"Effect\":\"Deny\",\"Action\":[\"iam:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}" 
    }
}

次の例では、新しい JSON ポリシーテキストを含むファイルを指定して、SCP のポリシードキュメ
ントを変更します。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-zlfw1r64  
    --content file://MyNewPolicyText.json
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "MyRenamedPolicy", 
            "Description": "My new policy description", 
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"AModifiedPolicy\",\"Effect\":\"Deny\",\"Action\":[\"iam:*\"],\"Resource\":[\"*
\"]}]}" 
    }
}

• AWS SDK: UpdatePolicy

詳細については

SCP の作成の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• サービスコントロールポリシーの例 (p. 136)
• SCP 構文 (p. 129)

SCP にアタッチされたタグを編集する
組織の管理アカウントにサインインすると、SCP にアタッチされるタグを追加または削除できます。タグ
付けの詳細については、「AWS Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」を参照してください。

最小アクセス許可

AWS 組織の SCP にアタッチされたタグを編集するには、以下のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要
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• organizations:DescribePolicy - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要
• organizations:TagResource

• organizations:UntagResource

AWS Management Console

SCP にアタッチされたタグを編集するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、編集するタグがアタッチされたポリシーの名前を選択
します。

3. ポリシーの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブ、[Manage tags] (タグ管理) の順に選択します。
4. 次の変更のいずれか、またはすべてを行います。

• 古い値を新しい値で上書きして、タグの値を変更します。タグキーを直接変更することはでき
ません。キーを変更するには、古いキーを持つタグを削除してから、新しいキーを持つタグを
追加する必要があります。

• [Remove] (削除) を選択すると、既存のタグが削除されます。
• 新しいタグのキーと値のペアを追加します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、表示されたボッ

クスに新しいキー名とオプションの値を入力します。[Value] (値) ボックスを空白のままにする
と、値は空の文字列に設定され、null にはなりません。

5. 完了したら、[変更の保存] を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

SCP にアタッチされたタグを編集するには

SCP にアタッチされたタグを編集するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: tag-resource および untag-resource
• AWS SDK: TagResource および UntagResource

SCP を削除する
組織の管理アカウントにサインインすると、組織に不要になったポリシーを削除できます。

メモ

• ポリシーを削除するには、まずそのポリシーをすべての添付エンティティからデタッチする必
要があります。

• FullAWSAccess という名前の SCP など、AWS 管理 SCP は削除できません。

最小アクセス許可

SCP を削除するには、次のアクションを実行するためのアクセス許可が必要です。

• organizations:DeletePolicy
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AWS Management Console

SCP を削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、削除する SCP の名前を選択します。
3. 削除するポリシーは、まず、すべてのルート、OU、アカウントからデタッチする必要がありま

す。[Targets] (ターゲット) タブを選択し、[Targets] (ターゲット) リストの各ルート、OU、アカ
ウントの横にあるラジオボタンをクリックしてから、[Detach] (デタッチ) を選択します。確認ダ
イアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。すべてのターゲットを削除するまで繰
り返します。

4. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

SCP を削除するには

ポリシーを削除するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: delete-policy

次の例では、特定の SCP を削除します。

$ aws organizations delete-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeletePolicy

サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ
組織の管理アカウントにサインインすると、前に作成したサービスコントロールポリシー (SCP) をアタッ
チできます。SCP は、組織ルート、組織単位 (OU)、または直接アカウントにアタッチすることができま
す。SCP を作成するには、次の手順を実行します。

最小アクセス許可

SCP をルート、OU、またはアカウントにアタッチするには、次のアクションを実行する権限が
必要です。

• 特定のポリシーの "*" または Amazon リソースネーム (ARN) を含む同じポリシーステートメン
トの Resource 要素を持つ organizations:AttachPolicy、およびポリシーをアタッチす
るルート、OU、またはアカウントの ARN。

AWS Management Console

SCP をアタッチするには、ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントに移動する必要
があります。
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ルート、OU、またはアカウントに移動して SCP をアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、SCP をアタッチするルート、OU、またはアカウントの横にある
チェックボックスに移動してオンにします。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表
示するため、OU を展開 (  を選択) する必要があります。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [Service control policies] (サービスコントロールポリシー) で、
[Attach] (アタッチ) を選択します。

4. 目的のポリシーを見つけて [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

[Policies] (ポリシー) タブで、アタッチされている SCP のリストが更新され、新たに追加したも
のが表示されます。ポリシーの変更はすぐに有効になり、アタッチされたアカウントや、アタッ
チされたルートまたは OU の下のすべてのアカウントの IAM ユーザーとロールのアクセス許可に
影響します。

ポリシーに移動して SCP をアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、アタッチするポリシーの名前を選択します。
3. [Targets] (ターゲット) タブで [Attach] (アタッチ) を選択します。
4. ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントの横にあるラジオボタンをクリックしま

す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。

5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

[Targets] (ターゲット) タブで、アタッチされている SCP のリストが更新され、新たに追加した
ものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに有効になり、アタッチされたアカウントや、ア
タッチされたルートまたは OU の下のすべてのアカウントの IAM ユーザーとロールのアクセス許
可に影響します。

AWS CLI & AWS SDKs

ルート、OU、またはアカウントに移動して SCP をアタッチするには

SCP をアタッチするには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: attach-policy

次の例では、SCP を OU にアタッチします。

$ aws organizations attach-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: AttachPolicy

ポリシーの変更はすぐに有効になり、アタッチされたアカウントや、アタッチされたルートまたは 
OU の下のすべてのアカウントの IAM ユーザーとロールのアクセス許可に影響します。
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組織ルート、OU、またはアカウントからの SCP のデタッチ
組織の管理アカウントにサインインすると、アタッチされている組織ルート、OU、またはアカウントから 
SCP をデタッチすることができます。エンティティから SCP をデタッチすると、その SCP は、現在デ
タッチされたエンティティによって影響を受けたすべてのアカウントに適用されなくなります。SCP をデ
タッチするには、次の手順を実行します。

Note

ルート、OU、またはアカウントから最後の SCP をデタッチすることはできません。すべての
ルート、OU、アカウントには常に少なくとも 1 つの SCP がアタッチされている必要がありま
す。

最小アクセス許可

ルート、OU、またはアカウントから SCP をデタッチするには、以下のアクションを実行するた
めのアクセス許可が必要です。

• organizations:DetachPolicy

AWS Management Console

SCP をデタッチするには、ポリシーまたはそのポリシーをデタッチするルート、OU、アカウントに
移動する必要があります。

SCP がアタッチされているルート、OU、またはアカウントに移動して SCP をデタッチする
には

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントに移動しま
す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。ルート、OU、またはアカウントの名前を選択します。

3. [Policies] (ポリシー) タブで、デタッチする SCP の横にあるラジオボタンを選択して、[Detach] 
(デタッチ) を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、[Detach policy] (ポリシーのデタッチ) を選択します。

アタッチされている SCP のリストが更新されます。SCP のデタッチによるポリシーの変更はす
ぐに有効になります。例えば、SCP をデタッチすると、以前にアタッチされた 1 つ以上のアカウ
ントの IAM ユーザーおよびロールのアクセス許可によって、以前にアタッチされた組織ルートま
たは OU にすぐに影響します。

ポリシーに移動して SCP をデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスコントロールポリシーページで、ルート、OU、またはアカウントからデタッチするポリ
シーの名前を選択します。

3. [Targets] (ターゲット) タブで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントの横に
あるラジオボタンをクリックします。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示する
ため、OU を展開 (  を選択) する必要があります。

4. [Detach] (デタッチ) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。
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アタッチされている SCP のリストが更新されます。SCP のデタッチによるポリシーの変更はす
ぐに有効になります。例えば、SCP をデタッチすると、以前にアタッチされた 1 つ以上のアカウ
ントの IAM ユーザーおよびロールのアクセス許可によって、以前にアタッチされた組織ルートま
たは OU にすぐに影響します。

AWS CLI & AWS SDKs

ルート、OU、またはアカウントから SCP をデタッチするには

SCP をデタッチするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: detach-policy

次の例では、指定した SCP を指定した OU から切り離します。

$ aws organizations detach-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222

• AWS SDK: DetachPolicy

ポリシーの変更はすぐに有効になり、アタッチされたアカウントや、アタッチされたルートまたは 
OU の下のすべてのアカウントの IAM ユーザーとロールのアクセス許可に影響します。

SCP を使用した戦略
組織内で、サービスコントロールポリシー (SCP) を、次のうちいずれかとして機能するように設定できま
す。

• 拒否リスト (p. 127) － アクションはデフォルトで許可され、禁止するサービスとアクションを指定で
きます

• 許可リスト (p. 129) － アクションはデフォルトで禁止され、許可するサービスとアクションを指定で
きます

Tip

IAM でサービスの最終アクセス時間データを使用して SCP を更新し、必要な AWS サービスのみ
へのアクセスを制限できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「組織の Organizations 
サービスの最終アクセス時間データを表示する」を参照してください。

SCP を拒否リストとして使用する
AWS Organizations のデフォルトの設定では、SCP を拒否リストとしてサポートしています。拒否リスト
戦略を使用して、アカウント管理者は、特定のサービスや一連のアクションを拒否する SCP を作成して
アタッチするまで、すべてのサービスとアクションを委譲できます。AWS が新しいサービスを追加すると
きに SCP を更新する必要がないため、拒否ステートメントではメンテナンスの必要性が削減されます。通
常、拒否ステートメントはより少ないスペースを使用するため、SCP の上限サイズ (p. 359)内に簡単に
収まります。Effect 要素に Deny の値があるステートメントでは、特定のリソースへのアクセスを制限
したり、SCP 有効時における条件を定義することもできます。

これをサポートするため、AWS Organizations は FullAWSAccess という名前の AWS 管理の SCP を、す
べてのルートと OU の作成時にアタッチします。このポリシーはすべてのサービスとアクションを許可し
ます。これはいつでもアタッチしたり、必要に応じて組織のエンティティからデタッチしたりできます。
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ポリシーは AWS マネージド SCP であるため、変更または削除することはできません。このポリシーは以
下のようになります。

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

このポリシーにより、アカウント管理者は、何らかのアクセスを拒否する SCP を作成してアタッチするま
で、任意のサービスまたはオペレーションのアクセス許可を委譲できます。特定のアカウントのユーザー
やロールに実行させないアクションを明示的に禁止する SCP をアタッチできます。

このようなポリシーは、以下の例のようになります。この例では、影響を受けるアカウントのユー
ザーが Amazon DynamoDB サービスのいかなるアクションも実行しないようにします。組織の管理者
は、FullAWSAccess ポリシーをデタッチして、これを代わりにアタッチできます。この SCP は、引き
続きすべての他のサービスとそのアクションを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowsAllActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyDynamoDB",  
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "dynamodb:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

2 番目のステートメントにある明示的な Deny 要素が、最初の明示的な Allow よりも優先されるため、影
響を受けるアカウントのユーザーは DynamoDB アクションを実行できません。また、FullAWSAccess
ポリシーを残して、以下のように、Deny ステートメントのみがある 2 番目のポリシーをアタッチして設
定することもできます。

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

FullAWSAccess ポリシーと、ルートまたは OU に適用される前述の DynamoDB ポリシーにある Deny
ステートメントの組み合わせには、両方のステートメントを含む単一のポリシーと同じ効果があります。
特定のレベルに適用されるすべてのポリシーはまとめられます。各ステートメントはどのポリシーから
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派生したものにかかわらず、先に述べたルールに基づいて評価されます (つまり、明示的 Deny は明示的
Allow に優先し、これはデフォルトの暗示的 Deny に優先します)。

SCP を許可リストと使用する
SCP を許可リストとして使用するには、AWS 管理の FullAWSAccess SCP を、許可したいサービスや
アクションのみを明示的に許可する SCP で置き換える必要があります。デフォルトの FullAWSAccess
SCP を削除することで、すべてのサービスのすべてのアクションが暗黙的に拒否されるようになります。
そうするとカスタム SCP は、許可したいアクションのみについて、暗示的 Deny を明示的 Allow で上書
きします。指定されたアカウントに対してアクセス許可を有効にするには、ルートからアカウントへの直
接パス内の各 OU のすべての SCPが (アカウント自体にアタッチされていても)、そのアクセス許可を許可
する必要があります。

メモ

• SCP 内の Allow ステートメントにより、Resource 要素に "*" エントリのみを含めることが
許可されます。

• SCP 内の Allow ステートメントには、Condition 要素を含めることは一切できません。

許可リストポリシーは、以下の例のようになります。この例ではアカウントユーザーは Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) および Amazon CloudWatch のオペレーションを実行できますが、他の
サービスを実行することはできません。親 OU とルート内のすべての SCP も、明示的にこれらのアクセ
ス権限を許可する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:*", 
                "cloudwatch:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

SCP 構文
サービスコントロールポリシー (SCP) は、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス権限ポ
リシーやリソースベースのポリシー (Amazon S3 バケットポリシーなど) に似た構文を使用します。IAM 
ポリシーの詳細とその構文については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの概要」を参照してくださ
い。

SCP は、JSON のルールに従って構造化されたプレーンテキストファイルです。このトピックで説明され
ている要素を使用します。

Note

SCP 内のすべての文字は、その上限サイズ (p. 359)に対してカウントされます。このガイドの
例では、読みやすさを向上させるため、空白文字を追加してフォーマットされた SCP を示しま
す。ただし、ポリシーサイズが上限サイズに近づいている場合は、スペースを節約するために、
引用符の外側にあるすべての空白文字 (スペースや改行など) を削除できます。

SCP に関する一般情報については、「サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113)」を参照してくだ
さい。
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要素の概要
次の表には、SCP で使用できるポリシー要素を要約しています。一部のポリシー要素はアクションを拒否
する SCP のみで使用できます。[Supported Effects ] (サポートされる効果) の列には、SCP の各ポリシー
要素で使用できる効果のタイプが一覧表示されています。

要素 目的 サポートされる効果

Version (p. 131) ポリシーの
処理に使用
する言語構
文ルールを
指定しま
す。

Allow, Deny

Statement (p. 131) ポリシー
要素のコ
ンテナとし
て機能しま
す。SCP に
は複数のス
テートメン
トを含める
ことができ
ます。

Allow, Deny

Statement ID (Sid) (p. 132) (オプショ
ン) ステー
トメントに
わかりやす
い名前を付
けます。

Allow, Deny

[Effect] (p. 132) (効果) SCP ステー
トメントが
プリンシパ
ルおよびア
カウント内
の IAM ユー
ザーとロー
ルへのアク
セスを許
可 (p. 7)す
るか拒
否 (p. 8)す
るかを定義
します。

Allow, Deny

[Action] (p. 133) (アクション) SCP が許
可あるい
は拒否す
る AWS の
サービス
およびアク
ションを指
定します。

Allow, Deny
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要素 目的 サポートされる効果

NotAction (p. 133) SCP から
除外され
る AWS の
サービス
およびア
クション
を指定しま
す。Action
要素の代わ
りに使用し
ます。

Deny

[Resource] (p. 135) (リソース) SCP が適
用される 
AWS リ
ソースを指
定します。

Deny

Condition (p. 136) ステートメ
ントを実行
するタイミ
ングの条件
を指定しま
す。

Deny

次のセクションでは、SCP でポリシー要素がどのように使用されるかについての詳細および例を提供して
います。

Version 要素
すべての SCP には、Version値を持つ要素"2012-10-17"が含まれる必要があります。これは、IAM ア
クセス許可ポリシーの最新バージョンと同じバージョンの値です。

    "Version": "2012-10-17",

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Version」を参照してください。

Statement 要素
SCP は、1 つ以上の Statement 要素で構成されます。ポリシーには Statement キーワードを 1 つだけ
含めることができますが、値は、ステートメントの JSON 配列 ([ ] の文字で囲まれる) もあります。

以下の例は、単一の Effect 要素、Action 要素、Resource 要素で構成される単一のステートメントを
示しています。

    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*" 
    }

次の例では、1 つの Statement 要素内に、配列リストとして 2 つのステートメントが含まれています。
最初のステートメントではすべてのアクションが許可されますが、2 つ目のステートメントではすべて
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の EC2 アクションが拒否されます。結果的に、アカウントの管理者は、Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) 以外のアクセス許可をすべて委譲できます。

    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Statement」を参照してください。

ステートメント ID (Sid) 要素
Sid は、ポリシーステートメントに提供するオプションの識別子です。Sid 値は、ステートメント配列内
の各ステートメントに割り当てることができます。次の SCP の例は、Sid ステートメントのサンプルを
示しています。

{ 
    "Statement": { 
        "Sid": "AllowsAllActions", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*" 
    }
}

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: ID」を参照してください。

Effect 要素
各ステートメントには必ず Effect を 1 つ含める必要があります。この値は Allow または Deny となり
ます。これは、同じステートメントにリストされたアクションが影響を受けます。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーの要素: Effect」を参照してください。

"Effect": "Allow"

次の例では、Allow の値を持つ Effect 要素を含むステートメントを持つ SCP を示しています。これ
により、アカウントユーザーが Amazon S3 サービスのアクションを実行できるようになります。この例
は、許可リスト戦略 (p. 7)を使用する組織で役立ちます (デフォルトの FullAWSAccess ポリシーがすべ
てデタッチされているため、デフォルトでアクセス許可は暗黙的に拒否されます)。その結果、このステー
トメントでは、アタッチされているすべてのアカウントに対する Amazon S3 のアクセスが許可されま
す (p. 7)。

{ 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": "*" 
    }
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}

このステートメントは IAM アクセス許可ポリシーに同じ Allow 値を使用しますが、SCP では実際に何か
を実行するためのアクセス許可をユーザーに付与しません。代わりに、SCPは、組織、組織単位 (OU)、ま
たはアカウントに対するアクセス許可の上限を指定するフィルターとして機能します。前述の例では、ア
カウント内のユーザーで AdministratorAccess 管理ポリシーがアタッチされている場合でも、SCP は
影響を受けるアカウントのすべてのユーザーによるアクションを Amazon S3 アクションのみに制限しま
す。

"Effect": "Deny"

また、Effect 要素に Deny の値があるステートメントでは、SCP の有効時に特定のリソースへのアクセ
スを制限したり、条件を定義することもできます。

次の例は、拒否ステートメントで条件キーを使用する方法の例を示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "ec2:RunInstances", 
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "Condition": { 
            "StringNotEquals": { 
                "ec2:InstanceType": "t2.micro" 
            } 
        } 
    }
}

SCP のこのステートメントは、影響が及ぶアカウント (SCP がアカウント自体にアタッチされているか、
アカウントがある組織ルートあるいは OU にアタッチされている場合) が、Amazon EC2 インスタンスが
t2.micro に設定されていないときに Amazon EC2 インスタンスを起動しないようにするガードレールを
設定します。このアクションを許可する IAM ポリシーがアカウントにアタッチされている場合でも、SCP 
によって作成されたガードレールはこれを許可しません。

Action および NotAction 要素
各ステートメントには、次のいずれかが含まれている必要があります。

• 許可あるいは拒否ステートメントの Action 要素。
• 拒否ステートメントのみ (Effect 要素の値が Deny の場合) では、Action または NotAction 要素。

Action あるいは NotAction 要素の値は、ステートメントにより許可または拒否される AWS のサービ
スとアクションを指定する文字列のリスト (JSON 配列) です。

各文字列は、サービスの略称 (「s3」、「ec2」、「iam」、「organizations」など) で構成されてお
り、すべて小文字で、コロンと、その後にサービスのアクションが続きます。アクションおよび注
釈は大文字と小文字が区別され、各サービスのドキュメントに示されているとおりに入力する必要が
あります。一般的にこれらはすべて、大文字で始まり、残りは小文字の各単語で入力されます。例:
"s3:ListAllMyBuckets"。

SCP でアスタリスク (*) や疑問符 (?) などのワイルドカード文字を使用することもできます。

• 名前の一部を共有する複数のアクションを検索するには、アスタリスクをワイルドカードとし
て使用します。値 "s3:*" は、Amazon S3 サービス内のすべてのアクションを意味します。値
"ec2:Describe*" は「Describe」で始まる EC2 アクションのみに一致します。

• 単一の文字を検索する場合は疑問符 (?) を使用します。
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Note

SCP では、Action または NotAction 要素のワイルドカード文字 (* および ?) は、要素自
身、または文字列の末尾にのみ使用できます。文字列の先頭または中間には表示されませ
ん。そのため、"servicename:action*" は有効ですが、"servicename:*action" と
"servicename:some*action" はいずれも、SCP で無効です。

AWS Organizations SCP および IAM アクセス許可ポリシーをサポートするすべてのサービスとアクショ
ンのリストについては、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Action」および「IAM JSON ポリシー
要素: NotAction」を参照してください。

Action 要素の例
次の例では、アカウント管理者に、アカウント内の EC2 インスタンスの許可を記述、開始、停止、終
了する権限を委譲することを許可するステートメントを持つ SCP を示しています。これは、許可リス
ト (p. 7)の例であり、デフォルトではアクセス許可を暗黙的に拒否するためにデフォルトの Allow * ポリ
シーがアタッチされていない場合に便利です。デフォルトの Allow * ポリシーがルート、OU、次のポリ
シーがアタッチされるアカウントに引き続きアタッチされている場合は、ポリシーの効果はありません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeImages", "ec2:DescribeKeyPairs", 
          "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
 "ec2:RunInstances", 
          "ec2:TerminateInstances", "ec2:StopInstances", "ec2:StartInstances" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

次の例では、アタッチされたアカウントで使用されたくないサービスへのアクセスを拒否 (p. 8)する方
法を示しています。デフォルトの "Allow *" SCP がすべての OU および root にまだアタッチされて
いることを前提としています。このポリシーの例では、アタッチされたアカウントのアカウント管理者
は、IAM、Amazon EC2、Amazon RDS サービスにアクセス許可を移譲することはできません。他のサー
ビスからのあらゆるアクションは、移譲を拒否する他のポリシーがアタッチされていない限り移譲できま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ "iam:*", "ec2:*", "rds:*" ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

NotAction 要素の例
次の例は、NotAction 要素を使用して、ポリシーの効果から AWS サービスを除外する方法を示していま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "LimitActionsInRegion", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": "iam:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:RequestedRegion": "us-west-1" 
         } 
       } 
     } 
   ]
}

このステートメントでは、影響を受けるアカウントは、IAM アクションを使用する場合を除き、指定され
た AWS リージョン でのアクションの実行に限定されます。

Resource 要素
Effect 要素に Allow の値があるステートメントでは、SCP の Resource 要素の「*」のみを指定するこ
とができます。個々のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定することはできません。

リソース要素でアスタリスク (*) や疑問符 (?) などのワイルドカード文字を使用することもできます。

• 名前の一部を共有する複数のアクションを検索するには、アスタリスクをワイルドカードとして使用し
ます。

• 単一の文字を検索する場合は疑問符 (?) を使用します。

Effect 要素に Deny の値があるステートメントでは、次の例に示すように、個々の ARN を指定すること
ができます。

{     
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAccessToAdminRole", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:DeleteRole", 
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
        "iam:DeleteRolePolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
        "iam:UpdateRole", 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/role-to-deny" 
      ] 
    } 
  ]
}

この SCP は、影響を受けるアカウントの IAM ユーザーとロールが、組織内のすべてのアカウントに作成
された共通の管理 IAM ロールに変更を加えることを制限します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Resource」を参照してください。
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Condition 要素
SCP の拒否ステートメントに Condition 要素を指定することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAllOutsideEU", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                 "cloudfront:*", 
                "iam:*", 
                "route53:*", 
                "support:*"
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                         "eu-central-1", 
                        "eu-west-1"
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

この SCP は、リストされたサービスを除く、eu-central-1 および eu-west-1 リージョンの外部のす
べてのオペレーションへのアクセスを拒否します。

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。

サポートされていない要素
以下の要素は SCP ではサポートされていません。

• Principal
• NotPrincipal
• NotResource

サービスコントロールポリシーの例
このトピックで表示されているサービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) の例は、情報提供のみを
目的としています。

これらの例を使用する前に

組織内でこれらの SCP の例を使用する前に、以下のことを実行します。

• お客様の固有要件に応じて SCP を慎重にレビューし、カスタマイズします。
• 使用する AWS のサービスを使用して、環境内の SCP の完全なテストを実施します。

このセクションのポリシーの例では、SCP の実装と使用について説明します。これらの例は、
公式な AWS 推奨事項やベストプラクティスとして解釈されることを意図したものではありま
せん。拒否ベースのポリシーが、お客様の環境のビジネス要件を解決するために適切である
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かどうかを慎重にテストする責任はお客様にあります。拒否ベースのサービスコントロールポ
リシーでは、必要な例外をポリシーに追加しない限り、意図せず AWS のサービスの利用を制
限またはブロックしてしまうことがあります。このような例外の例については、不要な AWS 
リージョン へのアクセスをブロックするルールで、グローバルサービスを除外する 1 つ目の例
を参照してください。

• SCP は、ルートユーザーを含む、それが関連付けられているすべてのアカウントのすべての
ユーザーとロールに影響することに注意してください。

Tip

IAM でサービスの最終アクセス時間データを使用して SCP を更新し、必要な AWS サービスのみ
へのアクセスを制限できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「組織の Organizations 
サービスの最終アクセス時間データを表示する」を参照してください。

次の各種ポリシーは、「拒否リストポリシー (p. 127)」戦略の例です。拒否リストポリシーは、影響を受
けるアカウントの承認済みアクションを許可する他のポリシーと合わせてアタッチする必要があります。
例えば、デフォルトの FullAWSAccess ポリシーは、アカウントによるすべてのサービスの使用を許可し
ます。このポリシーは、デフォルトによって、ルート、すべての組織単位 (OU)、およびすべてのアカウン
トにアタッチされます。実際、アクセス許可は付与されません。付与する SCP がないためです。代わり
に、そのアカウントの管理者は、アカウントのユーザーやロール、またはグループに標準の AWS Identity 
and Access Management (IAM) アクセス許可ポリシーをアタッチすることで、それらのアクションへのア
クセスを委譲することができます。これらの各拒否リストポリシーによって、指定されたサービスまたは
アクションへのアクセスがブロックされ、ポリシーはすべて上書きされます。

例
• 一般的な例 (p. 138)

• リクエストされた AWS リージョン に基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 138)
• IAM ユーザーとロールによる特定の変更を禁止する (p. 140)
• 指定された管理者ロール以外の IAM ユーザーとロールが特定の変更を行うことを禁止す

る (p. 140)
• API アクションの実行に MFA を要求する (p. 141)
• ルートユーザーによるサービスへのアクセスをブロックする (p. 141)
• メンバーアカウントが組織を離れるのを禁止する (p. 142)

• Amazon CloudWatch の SCP の例 (p. 142)
• ユーザーによる CloudWatch の無効化または設定の変更を禁止する (p. 142)

• AWS Config の SCP の例 (p. 142)
• ユーザーによる AWS Config の無効化またはルールの変更を禁止する (p. 143)

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の SCP の例 (p. 143)
• 指定するタイプを使用するよう Amazon EC2 インスタンスに要求する (p. 143)

• Amazon GuardDuty の SCP の例 (p. 143)
• ユーザーによる GuardDuty の無効化または設定の変更を禁止する (p. 144)

• AWS Resource Access Manager の SCP の例 (p. 144)
• 外部共有の禁止 (p. 145)
• 特定のアカウントが、指定したリソースタイプのみを共有できるようにする (p. 145)
• 組織または組織単位 (OU) との共有を禁止する (p. 145)
• 指定した IAM ユーザーおよびロールのみとの共有を許可する (p. 146)

• Amazon Route 53 Application Recovery Controller の SCP 例 (p. 146)
• ユーザーが Route 53 ARC ルーティング制御状態を更新できないようにする (p. 146)

• リソースのタグ付けの SCP の例 (p. 147)
• 作成される特定のリソースにタグを要求する (p. 147)
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• 許可されたプリンシパル以外のタグが変更されないようにする (p. 148)
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の SCP の例 (p. 150)

• ユーザーによる VPC フローログの削除を禁止する (p. 150)
• インターネットアクセスに接続されていない VPC を使用した取得を禁止する (p. 150)

一般的な例
リクエストされた AWS リージョン に基づいて AWS へのアクセスを拒否する

この SCP は、指定されたリージョン外でのオペレーションへのアクセスを拒否します。eu-central-1
と eu-west-1 を、使用する AWS リージョン に置き換えます。これにより、承認されたグローバルサー
ビスでオペレーションが除外されます。この例では、指定した 2 つの管理者ロールのいずれかによるリク
エストを除外する方法についても説明します。

Note

リージョン拒否 SCP を AWS Control Tower で使用するには、「 リクエストされた AWS リー
ジョン に基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 138)」を参照してください。

このポリシーは、Deny 効果を使用して、承認された 2 つのリージョン (eu-central-1 および eu-
west-1) のいずれかをターゲットとしないオペレーションに対するリクエストへのアクセスを拒否しま
す。NotAction 要素を使用すると、すべてのオペレーション (または個別のオペレーション) がこの制限か
ら除外されるサービスのリストを指定できます。グローバルサービスには us-east-1 リージョンによっ
て物理的にホストされるエンドポイントがあるため、この方法で除外する必要があります。このように
構成された SCP では、リクエストされたサービスが NotAction 要素に含まれている場合、us-east-1
リージョン内のグローバルサービスに対するリクエストが許可されます。us-east-1 リージョン内の
サービスに対するその他のリクエストは、このポリシー例によって拒否されます。

Note

この例には、グローバルな最新の AWS のサービスまたはオペレーションのすべてが含まれてい
るわけではありません。サービスとオペレーションのリストを、組織内のアカウントによって使
用されるグローバルサービスで置換えてください。

ヒント

IAM コンソールでサービスの最終アクセスデータを表示すると、組織が使用しているグ
ローバルサービスを確認できます。IAM ユーザー、グループ、またはロールの詳細ペー
ジの [Access Advisor] (アクセスアドバイザー) タブには、そのエンティティによって使
用された AWS のサービスが最新のアクセス順に表示されます。

考慮事項

• AWS KMS および AWS Certificate Manager は、リージョンエンドポイントをサポートしま
す。ただし、Amazon CloudFront などのグローバルサービスでそれらを使用する場合は、次の 
SCP の例のグローバルサービス除外リストに含める必要があります。Amazon CloudFront のよ
うなグローバルサービスでは、通常、同じリージョンの AWS KMS へのアクセスと ACM を必
要とします。グローバルサービスの場合は、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョ
ンです。

• デフォルトでは、AWS STS はグローバルサービスであり、グローバルサービス除外リストに
含める必要があります。ただし、AWS STS を有効にして、単一のグローバルエンドポイント
の代わりにリージョンのエンドポイントを使用することができます。これを行うと、次の SCP 
の例にあるグローバルサービスの免除リストから STS を削除できます。詳細については、
「AWS リージョン での AWS STS の管理」を参照してください。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAllOutsideEU", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "a4b:*", 
                "acm:*", 
                "aws-marketplace-management:*", 
                "aws-marketplace:*", 
                "aws-portal:*", 
                "budgets:*", 
                "ce:*", 
                "chime:*", 
                "cloudfront:*", 
                "config:*", 
                "cur:*", 
                "directconnect:*", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "fms:*", 
                "globalaccelerator:*", 
                "health:*", 
                "iam:*", 
                "importexport:*", 
                "kms:*", 
                "mobileanalytics:*", 
                "networkmanager:*", 
                "organizations:*", 
                "pricing:*", 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "route53-recovery-cluster:*", 
                "route53-recovery-control-config:*", 
                "route53-recovery-readiness:*", 
                "s3:GetAccountPublic*", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
                "s3:PutAccountPublic*", 
                "shield:*", 
                "sts:*", 
                "support:*", 
                "trustedadvisor:*", 
                "waf-regional:*", 
                "waf:*", 
                "wafv2:*", 
                "wellarchitected:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                        "eu-central-1", 
                        "eu-west-1" 
                    ] 
                }, 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/Role1AllowedToBypassThisSCP", 
                        "arn:aws:iam::*:role/Role2AllowedToBypassThisSCP" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

IAM ユーザーとロールによる特定の変更を禁止する

この SCP は、IAM ユーザーとロールが、組織内のすべてのアカウントで作成した特定の IAM ロールに変
更を加えることを制限します。

{     
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAccessToASpecificRole", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:DeleteRole", 
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
        "iam:DeleteRolePolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
        "iam:UpdateRole", 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/name-of-role-to-deny" 
      ] 
    } 
  ]
}

指定された管理者ロール以外の IAM ユーザーとロールが特定の変更を行うことを
禁止する

この SCP は、前述の例において、管理者の例外を追加します。これにより、影響を受けるアカウントの 
IAM ユーザーやロールが、指定されたロールを使用する、組織内の管理者以外のすべてのアカウントで作
成された共通の管理用 IAM ロールに変更を加えられないようにします。

{     
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAccessWithException", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:DeleteRole", 
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
        "iam:DeleteRolePolicy", 
        "iam:DetachRolePolicy", 
        "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
        "iam:UpdateRole", 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/name-of-role-to-deny" 
      ], 
      "Condition": { 
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        "StringNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/name-of-admin-role-to-allow" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

API アクションの実行に MFA を要求する

以下のような SCP を使用して、IAM ユーザーまたはロールがアクションを実行する前に多要素認証 
(MFA) を要求するようにします。この例では、アクションは Amazon EC2 インスタンスを停止することで
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:StopInstances", 
        "ec2:TerminateInstances" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}} 
    } 
  ]
}

ルートユーザーによるサービスへのアクセスをブロックする

以下のポリシーでは、メンバーアカウントのルートユーザーに対して、指定したアクションへのすべての
アクセスを制限します。アカウントで特定の方法のルート認証情報を使用できないようにするには、この
ポリシーに独自のアクションを追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "RestrictEC2ForRoot", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:root" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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メンバーアカウントが組織を離れるのを禁止する

次のポリシーでは、LeaveOrganization API オペレーションを使用して、メンバーアカウントの管理者
が組織からアカウントを削除できないようにします。

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

Amazon CloudWatch の SCP の例
このカテゴリの例

• ユーザーによる CloudWatch の無効化または設定の変更を禁止する (p. 142)

ユーザーによる CloudWatch の無効化または設定の変更を禁止する

CloudWatch の下位レベルのオペレーターについては、ダッシュボードとアラームをモニタリングする必
要があります。ただし、オペレーターが、上級者が設置したダッシュボードやアラームを削除または変更
できないようにする必要があります。この SCP では、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロール
は、ダッシュボードまたはアラームを削除または変更する可能性のある CloudWatch コマンドを実行でき
なくなります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:DeleteAlarms", 
        "cloudwatch:DeleteDashboards", 
        "cloudwatch:DisableAlarmActions", 
        "cloudwatch:PutDashboard", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "cloudwatch:SetAlarmState" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS Config の SCP の例
このカテゴリの例

• ユーザーによる AWS Config の無効化またはルールの変更を禁止する (p. 143)
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ユーザーによる AWS Config の無効化またはルールの変更を禁止する

この SCP は、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロールは、AWS Config の無効化や、ルールまた
はトリガーの変更を無効にする可能性のある AWS Config オペレーションを実行できなくなります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:DeleteConfigRule", 
        "config:DeleteConfigurationRecorder", 
        "config:DeleteDeliveryChannel", 
        "config:StopConfigurationRecorder" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の SCP の例
このカテゴリの例

• 指定するタイプを使用するよう Amazon EC2 インスタンスに要求する (p. 143)

指定するタイプを使用するよう Amazon EC2 インスタンスに要求する

この SCP を使用すると、t2.micro インスタンスタイプを使用していないすべてのインスタンスの起動
は拒否されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "RequireMicroInstanceType", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "ec2:RunInstances", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "ec2:InstanceType": "t2.micro" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Amazon GuardDuty の SCP の例
このカテゴリの例

• ユーザーによる GuardDuty の無効化または設定の変更を禁止する (p. 144)
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ユーザーによる GuardDuty の無効化または設定の変更を禁止する

この SCP は、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロールが、コマンドとして直接、またはコンソー
ルから GuardDuty を無効にしたり、設定を変更したりするのを防ぎます。これにより、GuardDuty の情報
とリソースへの読み取り専用アクセスを効果的に実現できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [  
                "guardduty:AcceptInvitation", 
                "guardduty:ArchiveFindings", 
                "guardduty:CreateDetector", 
                "guardduty:CreateFilter", 
                "guardduty:CreateIPSet", 
                "guardduty:CreateMembers", 
                "guardduty:CreatePublishingDestination", 
                "guardduty:CreateSampleFindings", 
                "guardduty:CreateThreatIntelSet", 
                "guardduty:DeclineInvitations", 
                "guardduty:DeleteDetector", 
                "guardduty:DeleteFilter", 
                "guardduty:DeleteInvitations", 
                "guardduty:DeleteIPSet", 
                "guardduty:DeleteMembers", 
                "guardduty:DeletePublishingDestination", 
                "guardduty:DeleteThreatIntelSet", 
                "guardduty:DisassociateFromMasterAccount", 
                "guardduty:DisassociateMembers", 
                "guardduty:InviteMembers", 
                "guardduty:StartMonitoringMembers", 
                "guardduty:StopMonitoringMembers", 
                "guardduty:TagResource", 
                "guardduty:UnarchiveFindings", 
                "guardduty:UntagResource", 
                "guardduty:UpdateDetector", 
                "guardduty:UpdateFilter", 
                "guardduty:UpdateFindingsFeedback", 
                "guardduty:UpdateIPSet", 
                "guardduty:UpdatePublishingDestination", 
                "guardduty:UpdateThreatIntelSet" 
            ],       
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Resource Access Manager の SCP の例
このカテゴリの例

• 外部共有の禁止 (p. 145)
• 特定のアカウントが、指定したリソースタイプのみを共有できるようにする (p. 145)
• 組織または組織単位 (OU) との共有を禁止する (p. 145)
• 指定した IAM ユーザーおよびロールのみとの共有を許可する (p. 146)
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外部共有の禁止
以下の SCP の例では、組織の一部ではない IAM ユーザーおよびロールとの共有を許可するリソース共有
を、ユーザーが作成できないようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:CreateResourceShare", 
                "ram:UpdateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

特定のアカウントが、指定したリソースタイプのみを共有できるようにする

以下の SCP では、アカウント 111111111111 と 222222222222 が、プレフィックスリストを共有する
リソース共有を作成し、プレフィックスリストを既存のリソース共有に関連付けることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "OnlyNamedAccountsCanSharePrefixLists", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:AssociateResourceShare", 
                "ram:CreateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:PrincipalAccount": [ 
                        "111111111111", 
                        "222222222222" 
                    ] 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "ram:RequestedResourceType": "ec2:PrefixList" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

組織または組織単位 (OU) との共有を禁止する
次の SCP は、ユーザーが AWS 組織または OU とリソースを共有するリソース共有を作成することを防ぎ
ます。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:CreateResourceShare", 
                "ram:AssociateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "ram:Principal": [ 
                        "arn:aws:organizations::*:organization/*", 
                        "arn:aws:organizations::*:ou/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

指定した IAM ユーザーおよびロールのみとの共有を許可する

以下の SCP の例では、ユーザーは組織 o-12345abcdef、組織単位 ou-98765fedcba、およびアカウン
ト 111111111111 のみとリソースを共有できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:AssociateResourceShare", 
                "ram:CreateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
                    "ram:Principal": [ 
                        "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-12345abcdef", 
                        "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-12345abcdef/
ou-98765fedcba", 
                        "111111111111" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Route 53 Application Recovery Controller の SCP 例
このカテゴリの例

• ユーザーが Route 53 ARC ルーティング制御状態を更新できないようにする (p. 146)

ユーザーが Route 53 ARC ルーティング制御状態を更新できないようにする

下位レベルの Route 53 ARC オペレーターは、ダッシュボードをモニタリングして Route 53 ARC 情報
を確認する必要があります。ただし、上級オペレーターが許可されているときと同様に、オペレーター
はルーティング制御を更新し、1 つの AWS リージョン から別のものでアプリケーションをフェイルオー
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バーできないようにする必要があります。この SCP は、影響されたアカウントのユーザーまたはロール
が、Route 53 ARC ルーティング制御を更新する Route 53 ARC 操作の実行を防止します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAll", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "route53-recovery-cluster:UpdateRoutingControlState", 
                "route53-recovery-cluster:UpdateRoutingControlStates" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/Role1AllowedToBypassThisSCP", 
                        "arn:aws:iam::*:role/Role2AllowedToBypassThisSCP" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

リソースのタグ付けの SCP の例
このカテゴリの例

• 作成される特定のリソースにタグを要求する (p. 147)
• 許可されたプリンシパル以外のタグが変更されないようにする (p. 148)

作成される特定のリソースにタグを要求する

次の SCP では、リクエストに指定されたタグが含まれていない場合、影響を受けるアカウントの IAM 
ユーザーとロールが特定のリソースタイプを作成できないようにします。

Important

お客様の環境で使用するサービスを使用して、拒否ベースのポリシーを必ずテストしてくださ
い。以下の例は、タグ付けされていないシークレットを作成したり、タグ付けされていない 
Amazon EC2 インスタンスを実行したりする単純なブロックであり、例外は含まれていません。
次のポリシーの例は、そのままでは AWS CloudFormation との互換性がありません。これは、
そのサービスがシークレットを作成し、それを 2 つの個別のステップとしてタグ付けするためで
す。このポリシーの例では、AWS CloudFormation がスタックの一部としてシークレットを作成
することを効果的にブロックします。それらのアクションは、短期間であっても要求されたとお
りにタグ付けされていないシークレットとなるためです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyCreateSecretWithNoProjectTag", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/Project": "true" 
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        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyRunInstanceWithNoProjectTag", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "ec2:RunInstances", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/Project": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyCreateSecretWithNoCostCenterTag", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "secretsmanager:CreateSecret", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/CostCenter": "true" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyRunInstanceWithNoCostCenterTag", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "ec2:RunInstances", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:RequestTag/CostCenter": "true" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Organizations SCP および IAM アクセス許可ポリシーをサポートするすべてのサービスとアクショ
ンのリストについては、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

許可されたプリンシパル以外のタグが変更されないようにする
次の SCP では、ポリシーによって、許可されたプリンシパルのみがリソースにアタッチされたタグを変更
できるようにする方法を示します。これは、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を AWS クラウ
ドセキュリティ戦略の一環として使用する際の重要なポイントです。このポリシーでは、発信者は、認可
タグ (この例では access-project)がリクエストを行ったユーザーまたはロールに付けられた認可タグ
と完全に一致するリソースのみでタグを修正することができます。また、このポリシーでは、許可された
ユーザーが、認可に使用されるタグの値を変更することを防ぎます。呼び出し元のプリンシパルが変更を
行うには、認可タグが必要になります。

このポリシーは、権限のないユーザーによるタグの変更のみをブロックします。このポリシーでブロッ
クされずに認可されたユーザーには、関連する API のタグ付けの際に Allow アクセス許可を明示的に付
与する別の IAM ポリシーが必要です。例えば、ユーザーが管理者ポリシーで Allow */* (すべてのサー
ビスとすべてのオペレーションを許可) を設定している場合、この組み合わせによって、管理者ユーザー
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は、ユーザーのプリンシパルにアタッチされた認可タグと一致する認可タグの値を含むタグのみの変更
が許可されることになります。これは、このポリシーの明示的な Deny が、管理者ポリシーの明示的な
Allow よりも優先されるためです。

Important

これはポリシーによる完全な解決策ではないため、ここで説明したとおりに使用することはでき
ません。この例は、ABAC 戦略の一部を説明することを目的としているため、本番環境向けにカ
スタマイズし、テストする必要があります。
その仕組みの詳細な分析を含む完全なポリシーについては、「AWS Organizations のサービスコ
ントロールポリシーを使用して、認可に使用されるリソースのタグを保護する」を参照してくだ
さい。
お客様の環境で使用するサービスを使用して、拒否ベースのポリシーを必ずテストしてくださ
い。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyModifyTagsIfResAuthzTagAndPrinTagDontMatch", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DeleteTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "ec2:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-
admin" 
                }, 
                "Null": { 
                    "ec2:ResourceTag/access-project": false 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyModifyResAuthzTagIfPrinTagDontMatch", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DeleteTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-
admin" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "access-project" 
                    ]    
                }    
            } 
        }, 
        {        
            "Sid": "DenyModifyTagsIfPrinTagNotExists", 
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            "Effect": "Deny",  
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DeleteTags" 
            ],       
            "Resource": [ 
                "*"      
            ],       
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/org-admins/iam-
admin" 
                },       
                "Null": { 
                    "aws:PrincipalTag/access-project": true 
                }        
            }        
        } 
    ]
}

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の SCP の例
このカテゴリの例

• ユーザーによる VPC フローログの削除を禁止する (p. 150)
• インターネットアクセスに接続されていない VPC を使用した取得を禁止する (p. 150)

ユーザーによる VPC フローログの削除を禁止する

この SCP では、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロールは Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) フローログ、CloudWatch ロググループまたはログストリームを削除できなくなります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:DeleteFlowLogs", 
        "logs:DeleteLogGroup", 
        "logs:DeleteLogStream" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ] 
 }

インターネットアクセスに接続されていない VPC を使用した取得を禁止する

この SCP では、影響を受けるアカウントのユーザーまたはロールは、Amazon EC2 仮想プライベートク
ラウド (VPC) の設定を変更して、インターネットへの直接アクセスを許可しないようにします。既存の直
接アクセスや、オンプレミスネットワーク環境を経由するアクセスはブロックされません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
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        "ec2:AttachInternetGateway", 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection", 
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection", 
        "globalaccelerator:Create*", 
        "globalaccelerator:Update*" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AI サービスのオプトアウトポリシー
すべてのポリシータイプに共通の情報と手順については、以下のトピックを参照してください。

• ポリシータイプを有効または無効にする (p. 87)
• ポリシーの詳細を取得する (p. 89)
• ポリシーの構文と継承 (p. 94)

Amazon Rekognition、Amazon CodeWhisperer、Amazon Transcribe、Amazon Connect 用コンタクトレ
ンズなど、AWS 人工知能 (AI) サービスは、これらのサービスによって処理された顧客コンテンツを保存
して使用することがあり、他の AWS サービスの開発および継続的な改善のために使用されることがあり
ます。AWS のお客様は、サービスの改善のためにコンテンツが保存または使用されることをオプトアウト
できます。

Note

AWS 人工知能 (AI) サービスは、AWS がサービス改善のためにユーザーのデータを使用すること
をオプトアウトした場合でも、サービスを提供するすためにコンテンツを保存する必要がある場
合があります。詳細については、ご使用の AI サービスのドキュメントを参照してください。

組織で使用している各 AWS アカウント で個別に設定する代わりに、組織ポリシーを使用することで、組
織に属するすべてのアカウントに同じ設定を適用できます。コンテンツの保存と使用をオプトアウトする 
AI サービスは、個別に指定することも、該当するサービスすべてを一律に指定することも可能です。各ア
カウントに適用される有効なポリシーを問い合わせ、設定の効果を確認できます。

Important

• 特定のサービスに対するオプトインまたはオプトアウトの指定はグローバルな設定となり、す
べての AWS リージョン に適用されます。1 つの AWS リージョン 内で行った値の設定は、他
のすべてのリージョンにレプリケートされます。

• AWS AI サービスによるコンテンツの使用をオプトアウトするよう設定すると、それ以前に 
AWS と共有された過去の関連コンテンツはすべて、そのサービスから削除されます。この削除
は、サービス機能の提供に必要のない保存データに限定する必要があります。

AI サービスのオプトアウトポリシーの利用開始
人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシーの利用を開始するステップは以下のとおりです。

1. AI サービスのオプトアウトポリシーを組織で有効にする (p. 87)。
2. AI サービスのオプトアウトポリシーを作成する (p. 152)。
3. 組織ルート、OU、またはアカウントに AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチす

る (p. 157)。
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4. アカウントに適用される集約された有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを確認する (p. 160)。

これらすべてのステップでは、組織の管理アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) ユー
ザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザー (推奨されません) としてサイ
ンインします。

その他の情報

• AI サービスのオプトアウトポリシーの構文と例を確認する (p. 162)

AI サービスのオプトアウトポリシーの作成、更新、削
除
このトピックの内容

• 組織の AI サービスのオプトアウトポリシーを有効化 (p. 87)すると、ポリシーの作成 (p. 152)が可能
になります。

• オプトアウト要件を変更した場合は、既存のポリシーを更新 (p. 154)します。
• ポリシーが不要になった場合、すべての組織単位 (OU) およびアカウントからポリシーをデタッチした

後、ポリシーを削除 (p. 157)できます。

AI サービスのオプトアウトポリシーの作成
最小アクセス許可

AI サービスのオプトアウトポリシーを作成するには、次のアクションを実行するアクセス許可が
必要です。

• organizations:CreatePolicy

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーを作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
3. [Create new AI services opt-out policy] (新しい AI サービスのオプトアウトポリシーの作成) ペー

ジで、ポリシー名とポリシーの説明を入力します。
4. (オプション) [Add tag] (タグの追加) を選択してキーとオプションの値を入力することで、ポリ

シーに 1 つ以上のタグを追加できます。値を空白のままにすると、空の文字列が設定され、null
にはなりません。1 つのポリシーに最大 50 個のタグをアタッチできます。詳細については、
「AWS Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」を参照してください。

5. [JSON] タブで、ポリシーテキストを入力するか貼り付けます。AI サービスのオプトアウトポリ
シーの構文について詳しくは、AI サービスのオプトアウトポリシーの構文と例 (p. 162) を参照
してください。開始点として使用できるサンプルポリシーについては、AI サービスのオプトアウ
トポリシーの例 (p. 164) を参照してください。

6. ポリシーの編集が完了したら、ページの右下隅の [Create policy] (ポリシーの作成) を選択しま
す。
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AWS CLI & AWS SDKs

AI サービスのオプトアウトポリシーを作成するには

次のいずれかを使用して、タグポリシーを作成できます。

• AWS CLI: create-policy

1. 次のような AI サービスのオプトアウトポリシーを作成し、テキストファイルとして保存しま
す。「optOut」と「optIn」では大文字と小文字が区別されます。

{ 
    "services": { 
        "default": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "rekognition": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optIn" 
            } 
        } 
    }
}

この AI サービスのオプトアウトポリシーは、ポリシーの影響を受けるすべてのアカウント
が、Amazon Rekognition を除くすべての AI サービスからオプトアウトされるように指定しま
す。

2. JSON ポリシーファイルをインポートして、組織内に新しいポリシーを作成します。この例で
は、先に扱った JSON ファイルは policy.json という名前になっています。

$ aws organizations create-policy \ 
    --type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \ 
    --name "MyTestPolicy" \ 
    --description "My test policy" \ 
    --content file://policy.json
{ 
    "Policy": { 
        "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":
\"optOut\"}},\"rekognition\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":\"optIn\"}}}}", 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5" 
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Description": "My test policy", 
            "Name": "MyTestPolicy", 
            "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY" 
        } 
    }
}

• AWS SDK: CreatePolicy

次のステップ

AI サービスのオプトアウトポリシーを作成したら、オプトアウト設定を有効にすることができます。これ
を行うには、組織ルート、組織単位 (OU)、組織内の AWS アカウント、またはこれらすべてにポリシーを
アタッチ (p. 213)します。
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AI サービスのオプトアウトポリシーの更新
最小アクセス許可

AI サービスのオプトアウトポリシーを更新するには、次のアクションを実行するアクセス許可が
必要です。

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:UpdatePolicy。

• 指定したポリシー (または "*") の Amazon リソースネーム (ARN) を含む同じポリシーステート
メントの Resource 要素を持つ organizations:DescribePolicy。

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーを更新するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、更新するポリシーの名前を選択します。
3. ポリシーの詳細ページで、[Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
4. 新しいポリシー名とポリシーの説明を入力するか、JSON ポリシーテキストを編集します。AI 

サービスのオプトアウトポリシーの構文について詳しくは、AI サービスのオプトアウトポリシー
の構文と例 (p. 162) を参照してください。開始点として使用できるサンプルポリシーについて
は、AI サービスのオプトアウトポリシーの例 (p. 164) を参照してください。

5. ポリシーの更新が完了したら、[変更を保存] を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシーを更新するには

次のいずれかを使用して、ポリシーを更新できます。

• AWS CLI: update-policy

次の例では、AI サービスのオプトアウトポリシーの名前を変更しています。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --name "Renamed policy"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":   ....TRUNCATED 
 FOR BREVITY...   :{\"@@assign\":\"optIn\"}}}}" 
    }
}

次の例では、AI サービスのオプトアウトポリシーの説明を追加、変更しています。
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$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --description "My new description"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Description": "My new description", 
            "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":   ....TRUNCATED 
 FOR BREVITY...   :{\"@@assign\":\"optIn\"}}}}" 
    }
}

次の例では、AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされた JSON ポリシードキュメントを
変更しています。この例では、次のようなテキストを含む policy.json というファイルから、内
容が取得されています。

{ 
    "services": { 
        "default": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "comprehend": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "rekognition": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optIn" 
            } 
        } 
    }
}

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --content file://policy.json
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Description": "My new description", 
            "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
         "Content": "{\n\"services\": {\n\"default\": {\n\"   ....TRUNCATED FOR 
 BREVITY....    ": \"optIn\"\n}\n}\n}\n}\n"}
}
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作成、更新、削除

• AWS SDK: UpdatePolicy

AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグの編
集
組織の管理アカウントにサインインすると、AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグの
追加と削除を行うことができます。タグ付けの詳細については、「AWS Organizations リソースのタグ付
け (p. 235)」を参照してください。

最小アクセス許可

AWS 組織の AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグを編集するには、次のア
クセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの
み必要

• organizations:DescribePolicy - Organizations コンソールを使用する場合にのみ必要
• organizations:TagResource

• organizations:UntagResource

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグを編集するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、タグを編集するポリシーの名前を選択します。
3. 選択したポリシーの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブ、[Manage tags] (タグ管理) の順に選択しま

す。
4. このページでは次のアクションを実行できます。

• 古い値に上書きして新しい値を入力し、任意のタグの値を編集します。キーは変更できませ
ん。キーを変更するには、古いキーを持つタグを削除し、新しいキーを持つタグを追加する必
要があります。

• [Remove] (削除) を選択すると、既存のタグが削除されます。
• 新しいタグのキーと値のペアを追加します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、表示されたボッ

クスに新しいキー名とオプションの値を入力します。[Value] (値) ボックスを空白のままにする
と、値は空の文字列に設定され、null にはなりません。

5. 必要な追加、削除、編集をすべて終えたら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグを編集するには

AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグを編集するには、次のいずれかのコマンド
を使用します。

• AWS CLI: tag-resource および untag-resource
• AWS SDK: TagResource および UntagResource
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アタッチとデタッチ

AI サービスのオプトアウトポリシーの削除
組織の管理アカウントにサインインすると、組織に不要になったポリシーを削除できます。

ポリシーを削除するには、まずそのポリシーをすべての添付エンティティからデタッチする必要がありま
す。

最小アクセス許可

ポリシーを削除するには、次のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribePolicy (コンソールのみ - ポリシーに移動するために使用)
• organizations:DeletePolicy

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーを削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、削除するポリシーの名前を選択します。
3. 削除するポリシーは、まず、すべてのルート、OU、アカウントからデタッチする必要がありま

す。[Targets] (ターゲット) タブを選択し、[Targets] (ターゲット) リストの各ルート、OU、アカ
ウントの横にあるラジオボタンをクリックしてから、[Detach] (デタッチ) を選択します。確認ダ
イアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。すべてのターゲットを削除するまで繰
り返します。

4. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

AI サービスのオプトアウトポリシーを削除するには

次のいずれかを使用して、ポリシーを削除できます。

• AWS CLI: delete-policy

次の例では、特定のポリシーを削除しています。このコマンドは、ポリシーがルート、OU、アカウ
ントにアタッチされていない場合にのみ機能します。

$ aws organizations delete-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeletePolicy

AI サービスのオプトアウトポリシーのアタッチとデ
タッチ
人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシーは、組織全体、組織単位 (OU)、個々のアカウントで使用
できます。AI サービスのオプトアウトポリシーの適用の内容は、アタッチする組織要素によって異なりま
す。
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アタッチとデタッチ

• AI サービスのオプトアウトポリシーを組織ルートにアタッチすると、ポリシーはルートのすべてのメン
バー OU とアカウントに適用されます。

• AI サービスのオプトアウトポリシーを OU にアタッチすると、ポリシーはその OU またはその子 OU に
属するアカウントに適用されます。これらのアカウントには、組織ルートにアタッチされたバックアッ
プポリシーも適用されます。

• AI サービスのオプトアウトポリシーをアカウントにアタッチすると、ポリシーはそのアカウントにのみ
適用されます。このアカウントは、組織のルートにアタッチされたポリシーと、そのアカウントが属す
る OU にも適用されます。

アカウントがルートおよび親 OU から継承する AI サービスのオプトアウトポリシーと、アカウントに直接
アタッチされたポリシーを集約したものが、有効なポリシー (p. 160)となります。ポリシーを有効なポリ
シーにマージする方法については、「ポリシーの継承について (p. 94)」を参照してください。

最小アクセス許可

AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチするには、次のアクションを実行するアクセス許
可が必要です。

• organizations:AttachPolicy

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーのアタッチには、ポリシーに移動する方法と、ポリシーをアタッ
チするルート、OU、またはアカウントに移動する方法があります。

ルート、OU、またはアカウントに移動して AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチす
るには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントを見つけ、
名前を選択します。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 
(  を選択) する必要があります。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [AI service opt-out policies] (AI サービスのオプトアウトポリシー) の
項目で、[Attach] (アタッチ) を選択します。

4. 目的のポリシーを見つけて [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

[Policies] (ポリシー) タブで、アタッチされている AI サービスのオプトアウトポリシーの一覧が
更新され、新たに追加したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。

ポリシーに移動して AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、アタッチするポリシーの名前を選択します。
3. [Targets] (ターゲット) タブで [Attach] (アタッチ) を選択します。
4. ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントの横にあるラジオボタンをクリックしま

す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。

5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

[Targets] (ターゲット) タブで、アタッチされている AI サービスのオプトアウトポリシーの一覧
が更新され、新たに追加したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。
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アタッチとデタッチ

AWS CLI & AWS SDKs

組織ルート、OU、またはアカウントに AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチするには

次のいずれかを使用して、AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチできます。

• AWS CLI: attach-policy

次の例では、ポリシーを OU にアタッチしています。

$ aws organizations attach-policy \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: AttachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

AI サービスのオプトアウトポリシーのデタッチ
組織の管理アカウントにサインインすると、組織ルート、OU、またはアカウントから、アタッチされてい
る AI サービスのオプトアウトポリシーをデタッチすることができます。エンティティから AI サービスの
オプトアウトポリシーをデタッチすると、そのポリシーは、デタッチしたエンティティの影響下にあった
いかなるアカウントに対しても適用されなくなります。ポリシーをデタッチするには、次のステップを実
行します。

最小アクセス許可

組織ルート、OU、またはアカウントから AI サービスのオプトアウトポリシーをデタッチするに
は、次のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• organizations:DetachPolicy

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーのデタッチには、ポリシーに移動する方法と、ポリシーをデタッ
チするルート、OU、またはアカウントに移動する方法があります。

ポリシーがアタッチされているルート、OU、またはアカウントに移動して AI サービスのオプ
トアウトポリシーをデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントに移動しま
す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。ルート、OU、またはアカウントの名前を選択します。

3. [Policies] (ポリシー) タブで、デタッチする AI サービスのオプトアウトポリシーの横にあるラジ
オボタンを選択し、[Detach] (デタッチ) を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、[Detach policy] (ポリシーのデタッチ) を選択します。

アタッチされている AI サービスのオプトアウトポリシーの一覧が更新されます。ポリシーの変更
はすぐに反映されます。
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有効な AI サービスのオプトアウトポリシーの表示

ポリシーに移動して AI サービスのオプトアウトポリシーをデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AI サービスのオプトアウトポリシーページで、ルート、OU、またはアカウントからデタッチす
るポリシーの名前を選択します。

3. [Targets] (ターゲット) タブで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントの横に
あるラジオボタンをクリックします。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示する
ため、OU を展開 (  を選択) する必要があります。

4. [Detach] (デタッチ) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。

アタッチされている AI サービスのオプトアウトポリシーの一覧が更新されます。ポリシーの変更
はすぐに反映されます。

AWS CLI & AWS SDKs

AI サービスのオプトアウトポリシーを組織ルート、OU、またはアカウントからデタッチするには

次のいずれかを使用して、AI サービスのオプトアウトポリシーをデタッチできます。

• AWS CLI: detach-policy

次の例では、OU からポリシーをデタッチしています。

$ aws organizations detach-policy \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DetachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

有効な AI サービスのオプトアウトポリシーの表示
組織内のアカウントに対して有効な、人工知能 (AI) サービスの有効なオプトアウトポリシーを特定しま
す。

有効な AI サービスのオプトアウトポリシーとは
有効な AI サービスのオプトアウトポリシーとは、AWS アカウント に適用される最終的なルールのことで
す。これは、アカウントが継承するすべての AI サービスのオプトアウトポリシーと、アカウントに直接
アタッチされているすべての AI サービスのオプトアウトポリシーを集約したものです。組織ルートに AI 
サービスのオプトアウトポリシーをアタッチすると、組織内のすべてのアカウントに適用されます。OU 
に AI サービスのオプトアウトポリシーをアタッチすると、その OU に属するすべてのアカウントと OU 
に適用されます。アカウントに直接ポリシーをアタッチすると、その AWS アカウント にのみ適用されま
す。

例えば、組織ルートにアタッチされた AI サービスのオプトアウトポリシーで、すべての AWS 機械学習
サービスによるコンテンツの使用を組織内のすべてのアカウントがオプトアウトするよう指定したとし
ます。一方、あるメンバーアカウントに直接アタッチされた別の AI サービスのオプトアウトポリシーで
は、Amazon Rekognition によるコンテンツの使用だけはオプトインするよう指定されています。これら
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の AI サービスのオプトアウトポリシーが組み合わされ、有効な AI サービスのオプトアウトポリシーが構
成されます。結果として、組織内のすべてのアカウントは、すべての AWS サービスからオプトアウトさ
れ、例外として、1 つのアカウントでのみ Amazon Rekognition をオプトインします。

複数のポリシーが集約され、最終的に有効なポリシーが構成される仕組みについては、ポリシーの継承に
ついて (p. 94) を参照してください。

有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示する方法
アカウントの有効な AI サービスのオプトアウトポリシーは、AWS Management Console、AWS 
API 、AWS Command Line Interface のいずれかを使用して表示できます。

最小アクセス許可

アカウントの有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示するには、次のアクションを実行
するアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeEffectivePolicy
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

AWS Management Console

アカウントの有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示するアカウントの
名前を選択します。場合によっては、目的のアカウントを見つけるには OU を展開 (  を選択) す
る必要があります。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [AI services opt-out policies] (AI サービスのオプトアウトポリシー) セ
クションで、[View the effective AI policy for this AWS アカウント] (この の有効な AI ポリシーを
表示する) を選択します。

指定したアカウントに適用されている有効なポリシーがコンソールに表示されます。

Note

有効なポリシーをコピーアンドペーストして、大きな変更を加えずに別の AI サービスの
オプトアウトポリシーの JSON として使用することはできません。AI サービスのオプト
アウトポリシードキュメントには、各設定を最終的な有効なポリシーにマージする方法
を指定する継承演算子 (p. 98)を含める必要があります。

AWS CLI & AWS SDKs

アカウントの有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示するには

次のいずれかを使用して、有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを表示できます。

• AWS CLI: describe-effective-policy

次の例は、アカウントの有効な AI サービスのオプトアウトポリシーを示しています。

$ aws organizations describe-effective-policy \ 
    --policy-type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \ 
    --target-id 123456789012
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{ 
    "EffectivePolicy": { 
        "PolicyContent": "{\"services\":{\"comprehend\":{\"opt_out_policy\":\"optOut
\"},   ....TRUNCATED FOR BREVITY....   "opt_out_policy\":\"optIn\"}}}", 
        "LastUpdatedTimestamp": "2020-12-09T12:58:53.548000-08:00", 
        "TargetId": "123456789012", 
        "PolicyType": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY" 
    }
}

• AWS SDK: DescribeEffectivePolicy

AI サービスのオプトアウトポリシーの構文と例
このトピックでは、人工知能 (AI) サービスのオプトアウトポリシーの構文を例を挙げて説明します。

AI サービスのオプトアウトポリシーの構文
AI サービスのオプトアウトポリシーは、JSON のルールに従って構造化されたプレーンテキストファイル
です。AI サービスのオプトアウトポリシーの構文は、管理ポリシータイプの構文に従います。この構文の
詳しい説明については、「管理ポリシータイプのポリシー構文と継承 (p. 96)」を参照してください。こ
のトピックでは、一般的な構文を AI サービスのオプトアウトポリシータイプの特定の要件に適用すること
を重点的に扱っています。

Important

このセクションでは、値の大文字と小文字の区別が重要な点として取り上げられます。トピック
で説明されたとおりに大文字と小文字を区別し、値を入力するようにしてください。大文字と小
文字の区別が不適切だと、ポリシーは機能しません。

次のポリシーは、AI サービスのオプトアウトポリシーの基本構文を示しています。この例がアカウントに
直接アタッチされている場合、そのアカウントは、あるサービスで明示的にオプトアウトされ、もう 1 つ
のサービスではオプトインされます。他のサービスのオプトインとオプトアウトに関しては、より高いレ
ベル (OU またはルートのポリシー) から継承したポリシーに依存します。

{ 
    "services": { 
        "rekognition": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "lex": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optIn" 
            } 
        } 
    }
}

組織のルートに次のサンプルポリシーポリシーがアタッチされていると仮定します。これにより、組織
はデフォルトですべての AI サービスをオプトアウトするよう設定されています。明示的に除外されな
い限りすべての AI サービスが自動的にこの対象になります。これには、AWS によって将来デプロイさ
れる AI サービスも例外なく含まれます。子ポリシーを OU、または直接アカウントにアタッチすること
で、Amazon Comprehend 以外のすべての AI サービスに関し、この設定を上書きできます。次の例の 2 番
目のエントリでは、@@operators_allowed_for_child_policies を none に設定して使用し、オー
バーライドされないようにする必要があります。例の 3 番目のエントリでは、Amazon Rekognition の除
外を組織全体に設定しています。そのサービスに対して組織全体がオプトインされますが、このポリシー
では、子ポリシーによる適切な上書きを許可しています。
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{ 
    "services": { 
        "default": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "comprehend": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        }, 
        "rekognition": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optIn" 
            } 
        } 
    }
}

AI サービスのオプトアウトポリシーの構文には、次の要素が含まれます。

• services 要素。AI サービスのオプトアウトポリシーは、この固定名により、JSON を含む最も外側の
要素として識別されます。

AI サービスのオプトアウトポリシーには、services 要素の下に 1 つ以上のステートメントを含めるこ
とができます。各ステートメントには以下の要素が含まれます。
• AWS AI サービスを識別するサービス名キー。次のキー名は、このフィールドにおいて有効な値で

す。
• default - 現在利用可能なすべての AI サービスを表します。将来追加される AI サービスも、暗黙

的かつ自動的に含まれます。
• codeguruprofiler
• codewhisperer
• comprehend
• connectamd
• connectoptimization
• contactlens
• frauddetector
• guardduty
• lex
• polly
• quicksightq
• rekognition
• textract
• transcribe
• translate

サービス名キーによって識別される各ポリシーステートメントには、次の要素を含めることができま
す。
• opt_out_policy キー。このキーは必須の要素です。サービス名キーの下に配置できる唯一の

キーです。

opt_out_policy キーには、次のいずれかの値の @@assign 演算子だけを含めることが可能で
す。
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• optOut - 指定した AI サービスによるコンテンツの使用のオプトアウトを選択します。
• optIn - 指定した AI サービスによるコンテンツの使用のオプトインを選択します。

メモ

• @@append および @@remove 継承演算子は AI サービスのオプトアウトポリシーに使
用できません。

• @@enforced_for 演算子は AI サービスのオプトアウトポリシーに使用できません。
• どのレベルでも、@@operators_allowed_for_child_policies 演算子を使用し、親ポリシーに

よる設定を上書きして子ポリシーが設定できることをコントロールできます。次のいずれかの値を指
定できます。
• @@assign - このポリシーの子ポリシーは、@@assign 演算子を使用して継承された値を別の値で

上書きします。
• @@none - このポリシーの子ポリシーは値を変更できません。

@@operators_allowed_for_child_policies がどのように動作するかは、配置される場所に
よって異なります。以下の場所を使用できます。
• services キーの下 - 有効なポリシーのサービスリストの追加と変更を子ポリシーに許可するかど

うかをコントロールします。
• 特定の AI サービスのキーまたは default キーの下 - この特定のエントリの下にあるキーリストの

追加と変更を子ポリシーに許可するかどうかをコントロールします。
• 特定のサービスの opt_out_policies キーの下 - この特定のサービスの設定の変更を子ポリシー

に許可するかどうかをコントロールします。

AI サービスのオプトアウトポリシーの例
次のポリシーの例は、情報提供のみを目的としています。

例 1: 組織内のすべてのアカウントで、すべての AI サービスをオプトアウトする

次の例は、組織内のアカウントで AI サービスをオプトアウトするよう、組織のルートにアタッチできるポ
リシーを示しています。

Tip

例の右上隅にあるコピーボタンを使用して例をコピーした場合、行番号は除外され、そのまま貼
り付けることができます。

    | {
    |     "services": {
[1] |         "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |         "default": {
[2] |             "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |             "opt_out_policy": {
[3] |                 "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |                 "@@assign": "optOut"
    |             }
    |         }
    |     }
    | }

• [1] - services の下の "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] により、
すべての子ポリシーに対し、個別のサービス用に新しいセクションを追加することを禁止しています。
存在できるのは、すでにある default セクションだけです。Default は、「すべての AI サービス」
を表すプレースホルダです。
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• [2] - default の下の "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] により、す
べてのポリシーに対し、新しいセクションを追加することを禁止しています。存在できるのは、すでに
ある opt_out_policy セクションだけです。

• [3] - opt_out_policy の下の "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] に
より、子ポリシーによる optOut 設定の値の変更、および設定の追加を禁止しています。

例 2: 組織のデフォルト設定をすべてのサービスに適用しつつ、子ポリシーによる
サービスごとの設定の上書きを許可する
次のサンプルポリシーでは、すべての AI サービスを対象に、組織全体のデフォルトを設定していま
す。default の値により、子ポリシーによるサービス default (すべての AI サービスのプレースホルダ) 
の optOut 値の変更を禁止しています。このポリシーをルートまたは OU にアタッチして親ポリシーとし
て適用した場合、子ポリシーでは、2 つ目のポリシーに示すように、サービスごとにオプトアウト設定を
変更できます。

• services キーの下に "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] を配置し
ていないため、個々のサービス用に新しいセクションを追加することを子ポリシーに許可しています。

• default の下の "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] により、すべて
のポリシーに対し、新しいセクションを追加することを禁止しています。存在できるのは、すでにある
opt_out_policy セクションだけです。

• opt_out_policy の下の "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] によ
り、子ポリシーによる optOut 設定の値の変更、および設定の追加を禁止しています。

組織ルートのユーザー AI サービスのオプトアウト親ポリシー

{ 
    "services": { 
        "default": { 
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
            "opt_out_policy": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "@@assign": "optOut" 
            } 
        } 
    }
}

次のサンプルポリシーは、先に挙げたサンプルポリシーが組織ルートまたは親 OU にアタッチされてお
り、その親ポリシーの影響を受けるアカウントに、このサンプルがアタッチされることを前提としてい
ます。デフォルトのオプトアウト設定を上書きし、Amazon Lex サービスのみに明示的にオプトインしま
す。

AI サービスのオプトアウトポリシー (子)

{ 
    "services": { 
        "lex": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optIn" 
            } 
        } 
    }
}

最終的に AWS アカウント の有効なポリシーでは、Amazon Lex だけがオプトインされ、その他のすべて
の AWS AI サービスは、親ポリシーから継承する default のオプトアウト設定に基づいてオプトアウト
されます。
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例 3: 単一のサービスに対して組織全体の AI サービスのオプトアウトポリシーを
定義する

以下の例では、AI サービスのオプトアウトポリシーで単一の AI サービスに対する optOut 設定を定義し
ています。このポリシーが組織のルートにアタッチされている場合、すべての子ポリシーに対し、この
サービスの optOut 設定の上書きが禁止されます。その他のサービスはこのポリシーの適用対象外です
が、他の OU またはアカウントの子ポリシーの影響を受ける可能性はあります。

{ 
    "services": { 
        "rekognition": { 
            "opt_out_policy": { 
                "@@assign": "optOut", 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 
            } 
        } 
    }
}

バックアップポリシー
すべてのポリシータイプに共通の情報と手順については、以下のトピックを参照してください。

• ポリシータイプを有効または無効にする (p. 87)
• ポリシーの詳細を取得する (p. 89)
• ポリシーの構文と継承 (p. 94)

AWS Backup では、バックアッププランを作成し、AWS リソースのバックアップ方法を定義することが
できます。プランのルールには、バックアップの頻度、バックアップが実行されるタイムウィンドウ、
バックアップするリソースを含む AWS リージョン、バックアップを保存するボールトなど、さまざまな
設定が含まれます。その後、タグを使用して識別された AWS リソースのグループにバックアッププラン
を適用できます。また、ユーザーに代わってバックアップオペレーションを実行する AWS Backup アクセ
ス許可を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールも特定する必要があります。

AWS Organizations のバックアップポリシーは、これらのすべての要素を JSON テキストドキュメントに
結合します。バックアップポリシーは、ルート、組織単位 (OU)、個々のアカウントなど、組織構造の任
意の要素にアタッチできます。Organizations は継承ルールに基づき、組織のルート、親 OU、アカウント
にアタッチされたポリシーを集約します。これにより、各アカウントに対して 有効なバックアップポリ
シー (p. 180) が生成されます。この有効なポリシーは、AWS Backup に AWS リソースを自動的にバッ
クアップする方法を指示します。

バックアップポリシーを使用すると、組織が必要とするあらゆるレベルでリソースのバックアップをきめ
細かく制御できます。例えば、組織のルートにアタッチされたポリシーで、すべての Amazon DynamoDB 
テーブルをバックアップするよう指定できます。このポリシーには、デフォルトのバックアップ頻度を
含めることができます。その後、各 OU の要件に従ってバックアップ頻度を上書きするバックアップポ
リシーを OU にアタッチできます。例えば、Developers OU ではバックアップ頻度を週に 1 回指定
し、Production OU では 1 日に 1 回指定することができます。

リソースを正常にバックアップするために必要な情報の一部だけを個別に含む部分的なバックアップポリ
シーを作成できます。これらのポリシーを下位レベルの OU とアカウントによって継承されることを意図
して、ルートや親 OU などの組織ツリーのさまざまな部分にアタッチできます。Organizations の継承ルー
ルに基づき、アカウントのすべてのポリシーを組み合わせて構成される有効なポリシーは、必要な要素を
すべて備えている必要があります。そうでない場合、AWS Backup はポリシーが無効であると判断し、該
当するリソースをバックアップしません。
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Important

AWS Backup は、必要なすべての要素を含む 完全な 有効なポリシーによって起動された場合に
のみ、バックアップを正常に実行できます。
前述の部分ポリシー戦略は機能しますが、アカウントの有効なポリシーが不完全な場合は、エ
ラーになるか、リソースが正常にバックアップされなくなります。代替戦略として、すべての
バックアップポリシーが単独で完全かつ有効であることが必要であることを検討してください。
階層の上位にアタッチされたポリシーによって提供される デフォルト値を使用し、継承子制御演
算子 (p. 98)を含めることによって、子ポリシーで必要に応じてオーバーライドします。

組織内の各 AWS アカウント の有効なバックアッププランは、そのアカウントのイミュータブルなプラン
として AWS Backup コンソールに表示されます。表示することはできますが、変更することはできませ
ん。

AWS Backup がポリシーによって作成されたバックアッププランに基づいてバックアップを開始する
と、AWS Backup コンソールでバックアップジョブのステータスを確認できます。メンバーアカウントの
ユーザーは、そのメンバーアカウントのバックアップジョブのステータスとエラーを確認できます。AWS 
Backup との信頼されたサービスアクセスを有効にした場合、組織の管理アカウントのユーザーは、組
織内で実行されるすべてのバックアップジョブのステータスとエラーを確認できます。詳細について
は、AWS Backup デベロッパーガイドのクロスアカウント管理の有効化を参照してください。

バックアップポリシーの使用開始
バックアップポリシーの使用を開始するには、次のステップを実行します。

1. バックアップポリシータスクの実行に必要なアクセス許可について説明します (p. 167)
2. バックアップポリシーを使用する際に推奨されるベストプラクティスについて説明します (p. 168)。
3. 組織のバックアップポリシーを有効にします (p. 87)。
4. バックアップポリシーを作成します (p. 170)。
5. バックアップポリシーを組織のルート、OU、またはアカウントにアタッチします (p. 178)。
6. アカウントに適用される有効なバックアップポリシーを組み合わせて表示します (p. 180)。

これらすべてのステップでは、組織の管理アカウントの IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロー
ルを引き受けるか、ルートユーザー (推奨されません) としてサインインします。

その他の情報

• バックアップポリシーの構文について説明し、ポリシーの例を参照します (p. 182)

バックアップポリシーを管理するための前提条件とア
クセス許可
このページでは、AWS Organizations のバックアップポリシーを管理するための前提条件と必要なアクセ
ス許可について説明します。

トピック
• バックアップポリシーを管理するための前提条件 (p. 167)
• バックアップポリシーを管理するためのアクセス許可 (p. 168)

バックアップポリシーを管理するための前提条件
組織内のバックアップポリシーを管理するには、次のことが必要です。
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• 組織で、すべての機能が有効になっている (p. 36)必要があります。
• 組織の管理アカウントにサインインする必要があります。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたはロールには、次のセクションに記載されて

いるアクセス許可が必要です。

バックアップポリシーを管理するためのアクセス許可
次のサンプル IAM ポリシーは、組織内のバックアップポリシーを全面的に管理するためのアクセス許可を
提供します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageBackupPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:AttachPolicy", 
                "organizations:CreatePolicy", 
                "organizations:DeletePolicy", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeEffectivePolicy", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:DetachPolicy", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisablePolicyType", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:EnablePolicyType", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListCreateAccountStatus", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListPolicies", 
                "organizations:ListPoliciesForTarget", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:ListTargetsForPolicy", 
                "organizations:UpdatePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM ポリシーおよび許可の詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してください。

バックアップポリシーを使用する場合のベストプラク
ティス
AWS では、バックアップポリシーを使用する際に次のベストプラクティスを推奨しています。

バックアップポリシー戦略を決定する
継承およびマージされた不完全な部分でバックアップポリシーを作成し、各メンバーアカウントの完全な
ポリシーを作成できます。これを行う場合、あるレベルで、そのレベルより低いすべてのアカウントに
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対する変更の影響を慎重に考慮せずに変更を加えると、不完全な効果的なポリシーになる危険性がありま
す。これを回避するために、すべてのレベルで実装するバックアップポリシーが単独で完全であるように
することをお勧めします。親ポリシーは、子ポリシーで指定された設定によってオーバーライドできるデ
フォルトポリシーとして扱います。これにより、子ポリシーが存在しない場合でも、継承されたポリシー
は完全であり、デフォルト値が使用されます。子制御継承演算子 (p. 98)を使用して、子ポリシーで追
加、変更、または削除できる設定を制御できます。

GetEffectivePolicy を使用してバックアップポリシーの変更
を検証する
バックアップポリシーを変更した後、変更を行ったレベルより低い代表アカウントの有効なポ
リシーを確認します。有効なポリシーを表示するには、AWS Management Console を使用する
か (p. 180)、GetEffectivePolicy API 操作または AWS CLI あるいは AWS SDK バリアントのいずれかを
使用します。加えた変更が、有効なポリシーに意図した影響を与えていることを確認します。

単純なものから始めて、小さな変更を加える
デバッグを簡素化するには、単純なポリシーから開始し、一度に 1 つの項目を変更します。次の変更を行
う前に、各変更の動作と影響を検証します。こうすることで、エラーや予期しない結果が発生した場合に
考慮する必要がある変数が減ります。

組織内の他の AWS リージョン とアカウントにバックアップのコ
ピーを保存する
バックアップのコピーを保存しておくと、災害対策の強化につながります。

• 別のリージョン - バックアップのコピーを別の AWS リージョン に追加で保存することで、元のリー
ジョンで偶発的な破損や削除からバックアップを保護できます。ポリシーの copy_actions セクショ
ンを使用し、バックアッププランが実行されるアカウントの 1 つ以上のリージョンにボールトを指定し
ます。これを行うには、バックアップのコピーを保存するバックアップボールトの ARN を指定する際
に $account 変数を使用し、アカウントを特定します。$account  変数は、バックアップポリシーが
実行されているアカウント ID に、実行時に自動的に置き換えられます。

• 別のアカウント - バックアップのコピーを別の AWS アカウント に追加で保存することで、アカウント
を侵害する悪意のある人物に対するセキュリティの障壁を追加し、保護を強化できます。ポリシーの
copy_actions セクションを使用し、組織内の 1 つ以上のアカウントにボールトを指定します。バック
アッププランを実行するアカウントとは別にする必要があります。これを行うには、バックアップのコ
ピーを保存するバックアップボールトの ARN を指定する際に実際のアカウント ID 番号を使用し、アカ
ウントを特定します。

ポリシーごとのプラン数を制限する
複数のプランを含むポリシーは、すべてを検証する必要がある多数の出力のため、トラブルシューティ
ングが複雑になります。デバッグとトラブルシューティングを簡素化するために、各ポリシーにはバック
アッププランを 1 つだけ含めるようにします。その後、他の要件を満たすために、他のプランにポリシー
を追加できます。こうすることで、プランに関する問題が 1 つのポリシーに分離され、他のポリシーとそ
のプランに関する問題のトラブルシューティングが複雑になるのを防ぐことができます。

スタックセットを使用して必要なバックアップボールトと IAM 
ロールを作成する
AWS CloudFormation スタックセットの Organizations との統合を使用し、組織内の各メンバーアカウン
トに必要なバックアップボールトと AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを自動的に作成し
ます。組織内のすべての AWS アカウント で自動的に利用可能になるリソースを含むスタックセットを作
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成できます。こうすることで、依存関係がすでに満たされていることが保証された状態でバックアッププ
ランを実行できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのセルフマネージド型のア
クセス許可を持つスタックセットの作成を参照してください。

各アカウントで作成された最初のバックアップを確認して、結果
をチェックします。
ポリシーを変更するときは、その変更後に作成された次のバックアップをチェックして、変更が目的の影
響を与えたことを確認します。こうすることで、有効なポリシーを確認すると同時に、確実に意図したと
おりに AWS Backup がポリシーを解釈してバックアッププランを実装するようにできます。

バックアップポリシーの作成、更新、削除
このトピックの内容

• 組織のバックアップポリシーを有効化 (p. 87)すると、ポリシーの作成 (p. 170)が可能になります。
• バックアップ要件が変更されると、既存のポリシーを更新 (p. 173)できます。
• ポリシーが不要になった場合、すべての組織単位 (OU) およびアカウントからポリシーをデタッチした

後、ポリシーを削除 (p. 176)できます。

バックアップポリシーの作成
最小アクセス許可

バックアップポリシーを作成するには、次のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• organizations:CreatePolicy

AWS Management Console

AWS Management Console にバックアップポリシーを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• オプションを選択し、JSON ポリシーテキストを生成できるビジュアルエディタ。
• JSON ポリシーテキストを直接作成できるテキストエディタ。

ビジュアルエディタを使用すると、プロセスが簡単になりますが、柔軟性は制限されます。これは、
最初のポリシーを作成し、使用に慣れるのに最適な方法です。これらの機能の仕組みを理解し、ビ
ジュアルエディタが提供するものによって制限され始めたら、JSON ポリシーテキストを自分で編
集して、ポリシーに高度な機能を追加できます。ビジュアルエディタは、@@assign 値設定演算
子 (p. 98)のみを使用し、子制御演算子 (p. 98)へのアクセスは提供しません。子制御演算子
は、JSON ポリシーテキストを手動で編集した場合にのみ追加できます。

バックアップポリシーを作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、ポリシー名と、オプションでポリシーの説明を入力し

ます。
4. (オプション) [Add tag] (タグの追加) を選択してキーとオプションの値を入力することで、ポリ

シーに 1 つ以上のタグを追加できます。値を空白のままにすると、空の文字列が設定され、null
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にはなりません。1 つのポリシーに最大 50 個のタグをアタッチできます。タグ付けの詳細につい
ては、「AWS Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」を参照してください。

5. この手順で説明するように、[ビジュアルエディタ] を使用してポリシーを構築できます。また、
[JSON] タブにポリシーテキストを入力または貼り付けることもできます。バックアップポリシー
の構文については、バックアップポリシーの構文と例 (p. 182) を参照してください。

[ビジュアルエディタ] を使用する場合は、シナリオに適したバックアップオプションを選択しま
す。バックアッププランは 3 つの部分で構成されます。こうしたバックアッププランの要素につ
いて詳しくは、AWS Backup デベロッパーガイドのバックアッププランの作成、およびリソース
の割り当てを参照してください。

a. バックアッププランの全般的な説明
• [バックアッププラン名] には、英数字、ハイフン、下線のみを使用できます。
• リストから少なくとも 1 つの [バックアッププランリージョン] を選択する必要があります。

プランでは、選択した AWS リージョン でのみリソースをバックアップできます。
b. AWS Backup の動作方法とタイミングを指定する 1 つ以上のバックアップルール。各バック

アップルールは、次の項目を定義します。
• バックアップの頻度、およびバックアップを実行できるタイムウィンドウを含むスケジュー

ル。
• 使用するバックアップボールトの名前。[バックアップボールト名] は、英数字、ハイフン、

下線のみで構成できます。プランを正常に実行するには、バックアップボールトが存在して
いる必要があります。AWS Backup コンソールまたは AWS CLI コマンドを使用して、ボー
ルトを作成します。

• (オプション) 1 つ以上のリージョンにコピールールで、バックアップを他の AWS リージョ
ン のボールトにもコピーします。

• このバックアッププランを実行するたびに作成されるバックアップリカバリポイントに関連
付ける 1 つ以上のタグキーと値のペア。

• バックアップがコールドストレージに移行するタイミングとバックアップの期限を指定する
ライフサイクルオプション。

[Add rule] (ルールの追加) を選択し、必要な各ルールをプランに追加します。

バックアップルールの詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドのバックアップルー
ルを参照してください。

c. このプランで AWS Backup がバックアップするリソースを指定するリソース割り当て。この割
り当ては、リソースの検索と照合に AWS Backup が使用するタグのペアを指定することによっ
て行われます。
• [リソースの割り当て名] には、英数字、ハイフン、下線のみを使用できます。
• AWS Backup 用の [IAM role] (IAM ロール) を指定します。バックアップはこの名前で実行さ

れます。

コンソールでは、Amazon リソースネーム (ARN) の全体は指定しません。ロール名とロール
のタイプを指定するプレフィックスの両方を含める必要があります。通常、プレフィックス
は role または service-role で、ロール名とはスラッシュ (「/」) で区切られます。例え
ば、role/MyRoleName または service-role/MyManagedRoleName と入力します。こ
れは、基本となる JSON に保存される際に完全な ARN に自動で変換されます。

Important

指定した IAM ロールは、ポリシーが適用されるアカウントにすでに存在している必
要があります。存在しない場合、バックアッププランはバックアップジョブを正常
に開始する可能性がありますが、それらのバックアップジョブは失敗します。

• [Resource tag key] (リソースタグキー) と [Tag values] (タグ値) のペアを 1 つ以上指定し、
バックアップするリソースを特定します。複数のタグ値がある場合は、値をカンマで区切り
ます。 171
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[Add assignment] (割り当てを追加) を選択し、バックアッププランに設定した各リソース割り
当てを追加します。

詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドのバックアッププランへのリソースの割り
当てを参照してください。

6. ポリシーの作成が完了したら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。使用可能なバック
アップポリシーのリストにポリシーが表示されます。

AWS CLI & AWS SDKs

バックアップポリシーを作成するには

次のいずれかを使用して、バックアップポリシーを作成できます。

• AWS CLI: create-policy

バックアッププランを次のような JSON テキストとして作成し、テキストファイルとして保存しま
す。構文のすべてのルールについては、バックアップポリシーの構文と例 (p. 182) を参照してく
ださい。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] }, 
            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" }, 
                    "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" }, 
                    "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" }, 
                        "delete_after_days": { "@@assign": "270" } 
                    }, 
                    "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": { 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": 
 "10" }, 
                                "delete_after_days": { "@@assign": "100" } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" }, 
                        "tag_key": { "@@assign": "dataType" }, 
                        "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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このバックアップポリシーは、指定した AWS リージョン 内の該当する AWS アカウント にあり、
かつ、値が PII のタグ dataType を持つすべてのリソースが AWS Backup によってバックアップ
されるよう指定します。

次に、JSON ポリシーファイルをインポートして、組織内に新しいポリシーを作成します。出力の
ポリシー ARN の末尾にあるポリシー ID を書き留めます。

$ aws organizations create-policy \ 
    --name "MyBackupPolicy" \ 
    --type BACKUP_POLICY \ 
    --description "My backup policy" \ 
    --content file://policy.json{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/backup_policy/p-
i9j8k7l6m5", 
            "Description": "My backup policy", 
            "Name": "MyBackupPolicy", 
            "Type": "BACKUP_POLICY" 
        } 
        "Content": "...a condensed version of the JSON policy document you provided 
 in the file...", 
    }
}

• AWS SDK: CreatePolicy

次のステップ

バックアップポリシーを作成したら、ポリシーを有効にできます。これを行うには、組織ルート、組織単
位 (OU)、組織内の AWS アカウント、またはこれらすべてにポリシーをアタッチ (p. 213)します。

バックアップポリシーの更新
組織の管理アカウントにサインインすると、組織内で変更が必要なポリシーを編集できます。

最小アクセス許可

バックアップポリシーを更新するには、次のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• 更新するポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素を
持つ organizations:UpdatePolicy。

• 更新するポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素を
持つ organizations:DescribePolicy。

AWS Management Console

バックアップポリシーを更新するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページで、更新するポリシーの名前を選択します。
3. [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
4. 新しいポリシー名とポリシーの説明を入力できます。ポリシーの内容を変更するには、[Visual 

editor] (ビジュアルエディタ) を使用するか、直接 JSON を編集します。
5. ポリシーの更新が完了したら、[変更を保存] を選択します。
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AWS CLI & AWS SDKs

バックアップポリシーを更新するには

次のいずれかを使用して、バックアップポリシーを更新できます。

• AWS CLI: update-policy

次の例では、バックアップポリシーの名前を変更しています。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --name "Renamed policy"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Type": "BACKUP_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
         "Content": "{\"plans\":{\"TestBackupPlan\":{\"regions\":{\"@@assign\":  
  ....TRUNCATED FOR BREVITY....   "@@assign\":[\"Yes\"]}}}}}}}" 
    }
}

次の例では、バックアップポリシーの説明を追加、変更しています。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --description "My new description"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Description": "My new description", 
            "Type": "BACKUP_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
       "Content": "{\"plans\":{\"TestBackupPlan\":{\"regions\":{\"@@assign\":  
  ....TRUNCATED FOR BREVITY....   "@@assign\":[\"Yes\"]}}}}}}}" 
    }
}

次の例では、バックアップポリシーにアタッチされた JSON ポリシードキュメントを変更していま
す。この例では、次のようなテキストを含む policy.json というファイルから、内容が取得され
ています。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] }, 
            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" }, 
                    "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" }, 
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                    "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" }, 
                        "delete_after_days": { "@@assign": "270" } 
                    }, 
                    "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": { 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": 
 "10" }, 
                                "delete_after_days": { "@@assign": "100" } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" }, 
                        "tag_key": { "@@assign": "dataType" }, 
                        "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --content file://policy.json
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed policy", 
            "Description": "My new description", 
            "Type": "BACKUP_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
         "Content": "{\"plans\":{\"TestBackupPlan\":{\"regions\":{\"@@assign\":  
  ....TRUNCATED FOR BREVITY....   "@@assign\":[\"Yes\"]}}}}}}}"
}

• AWS SDK: UpdatePolicy

バックアップポリシーにアタッチされたタグの編集
組織の管理アカウントにサインインすると、バックアップポリシーにアタッチされたタグの追加と削除を
行うことができます。タグ付けの詳細については、「AWS Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」
を参照してください。

最小アクセス許可

AWS 組織のバックアップポリシーにアタッチされたタグを編集するには、次のアクセス許可が必
要です。
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• organizations:DescribeOrganization (コンソールのみ - ポリシーに移動するために使
用)

• organizations:DescribePolicy (コンソールのみ - ポリシーに移動するために使用)
• organizations:TagResource

• organizations:UntagResource

AWS Management Console

バックアップポリシーにアタッチされたタグを編集するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページ
3. 編集するタグを含むポリシーの名前を選択します。

ポリシーの詳細ページが表示されます。
4. [Tags (タグ)] タブで、[Manage tags (タグ管理)] を選択します。
5. このページでは次のアクションを実行できます。

• 古い値に上書きして新しい値を入力し、任意のタグの値を編集します。キーは変更できませ
ん。キーを変更するには、古いキーを持つタグを削除し、新しいキーを持つタグを追加する必
要があります。

• [Remove] (削除) を選択すると、既存のタグが削除されます。
• 新しいタグのキーと値のペアを追加します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、表示されたボッ

クスに新しいキー名とオプションの値を入力します。[Value] (値) ボックスを空白のままにする
と、値は空の文字列に設定され、null にはなりません。

6. 必要な追加、削除、編集をすべて終えたら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

バックアップポリシーにアタッチされたタグを編集するには

バックアップポリシーにアタッチされたタグを編集するには、次のいずれかのコマンドを使用しま
す。

• AWS CLI: tag-resource および untag-resource
• AWS SDK: TagResource および UntagResource

バックアップポリシーの削除
組織の管理アカウントにサインインすると、組織に不要になったポリシーを削除できます。

ポリシーを削除するには、まずそのポリシーをすべての添付エンティティからデタッチする必要がありま
す。

最小アクセス許可

ポリシーを削除するには、次のアクションを実行するアクセス許可が必要です。

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:DeletePolicy。
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AWS Management Console

バックアップポリシーを削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページから、削除するバックアップポリシーの名前を選択します。
3. 削除するバックアップポリシーは、まず、すべてのルート、OU、アカウントからデタッチする

必要があります。[Targets] (ターゲット) タブを選択し、[Targets] (ターゲット) リストの各ルー
ト、OU、アカウントの横にあるラジオボタンをクリックしてから、[Detach] (デタッチ) を選択し
ます。確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。すべてのターゲットを削
除するまで繰り返します。

4. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

バックアップポリシーを削除するには

次のいずれかを使用して、ポリシーを削除できます。

• AWS CLI: delete-policy

次の例では、特定のポリシーを削除しています。このコマンドは、ポリシーがルート、OU、アカウ
ントにアタッチされていない場合にのみ機能します。

$ aws organizations delete-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeletePolicy

バックアップポリシーのアタッチとデタッチ
バックアップポリシーは、組織全体、組織単位 (OU)、個々のアカウントで使用できます。以下の点に注意
してください。

• バックアップポリシーを組織ルートにアタッチすると、ポリシーはルートのすべてのメンバー OU とア
カウントに適用されます。

• バックアップポリシーを OU にアタッチすると、そのポリシーは OU またはその子 OU に属するアカウ
ントに適用されます。これらのアカウントには、組織ルートにアタッチされたバックアップポリシーも
適用されます。

• バックアップポリシーをアカウントにアタッチすると、ポリシーはそのアカウントにのみ適用されま
す。このアカウントは、組織のルートにアタッチされたポリシーと、そのアカウントが属する OU にも
適用されます。

アカウントがルートおよび親 OU から継承するバックアップポリシーと、アカウントに直接アタッチされ
たポリシーを集約したものが、有効なポリシー (p. 180)となります。ポリシーを有効なポリシーにマージ
する方法については、「管理ポリシータイプのポリシー構文と継承 (p. 96)」を参照してください。
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バックアップポリシーのアタッチ
組織の管理アカウントにサインインすると、バックアップポリシーを組織のルート、OU、または直接アカ
ウントにアタッチできます。

最小アクセス許可

バックアップポリシーをアタッチするには、次のアクションを実行するアクセス許可が必要で
す。

• organizations:AttachPolicy

AWS Management Console

バックアップポリシーのアタッチには、ポリシーに移動する方法と、ポリシーをアタッチするルー
ト、OU、またはアカウントに移動する方法があります。

ルート、OU、またはアカウントに移動してバックアップポリシーをアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントを見つけ、
名前を選択します。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 
(  を選択) する必要があります。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [Backup policies] (バックアップポリシー) の項目で、[Attach] (アタッ
チ) を選択します。

4. 目的のポリシーを見つけて [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

[Policies] (ポリシー) タブで、アタッチされているバックアップポリシーの一覧が更新され、新た
に追加したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。

ポリシーに移動してバックアップポリシーをアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページで、アタッチするポリシーの名前を選択します。
3. [Targets] (ターゲット) タブで [Attach] (アタッチ) を選択します。
4. ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントの横にあるラジオボタンをクリックしま

す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。

5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

[Targets] (ターゲット) タブで、アタッチされているバックアップポリシーの一覧が更新され、新
たに追加したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。

AWS CLI & AWS SDKs

組織ルート、OU、またはアカウントにバックアップポリシーをアタッチするには

バックアップポリシーをアタッチするには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: attach-policy

$ aws organizations attach-policy \ 
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    --target-id 123456789012 \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

• AWS SDK: AttachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

バックアップポリシーのデタッチ
組織の管理アカウントにサインインすると、組織ルート、OU、またはアカウントから、アタッチされて
いるバックアップポリシーをデタッチすることができます。エンティティからバックアップポリシーをデ
タッチすると、そのポリシーは、現在デタッチされたエンティティによって以前影響を受けたすべてのア
カウントに適用されなくなります。ポリシーをデタッチするには、次のステップを実行します。

最小アクセス許可

組織ルート、OU、またはアカウントからバックアップポリシーをデタッチするには、以下のアク
ションを実行するアクセス許可が必要です。

• organizations:DetachPolicy

AWS Management Console

バックアップポリシーのデタッチには、ポリシーに移動する方法と、ポリシーをデタッチするルー
ト、OU、またはアカウントに移動する方法があります。

ポリシーがアタッチされているルート、OU、またはアカウントに移動してバックアップポリ
シーをデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントに移動しま
す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。ルート、OU、またはアカウントの名前を選択します。

3. [Policies] (ポリシー) タブで、デタッチするバックアップポリシーの横にあるラジオボタンを選択
し、[Detach] (デタッチ) を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、[Detach policy] (ポリシーのデタッチ) を選択します。

アタッチされているバックアップポリシーの一覧が更新されます。ポリシーの変更はすぐに反映
されます。

ポリシーに移動してバックアップポリシーをデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. バックアップポリシーページで、ルート、OU、またはアカウントからデタッチするポリシーの名
前を選択します。

3. [Targets] (ターゲット) タブで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントの横に
あるラジオボタンをクリックします。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示する
ため、OU を展開 (  を選択) する必要があります。

4. [Detach] (デタッチ) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。
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アタッチされているバックアップポリシーの一覧が更新されます。ポリシーの変更はすぐに反映
されます。

AWS CLI & AWS SDKs

組織ルート、OU、またはアカウントからバックアップポリシーをデタッチするには

バックアップポリシーをデタッチするには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: detach-policy

次の例では、OU からポリシーをデタッチしています。

$ aws organizations detach-policy \ 
    --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DetachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

有効なバックアップポリシーの表示
アカウントの有効なバックアップポリシーは、AWS マネジメントコンソール、AWS API、AWS 
Command Line Interface から確認できます。以下のセクションでは、有効なバックアップポリシーのおお
まかな概要と例を示します。

有効なバックアップポリシーはどのようなものですか。
有効なバックアップポリシーでは、AWS アカウント に適用される最終的なバックアッププラン設定を指
定します。これは、アカウントが継承するすべてのバックアップポリシーと、アカウントに直接アタッチ
されているバックアップポリシーが集約されたものです。組織ルートにバックアップポリシーをアタッチ
すると、組織内のすべてのアカウントに適用されます。組織単位 (OU) にバックアップポリシーをアタッ
チすると、OU に属するすべてのアカウントと OU に適用されます。アカウントに直接ポリシーをアタッ
チすると、その AWS アカウント にのみ適用されます。

例えば、組織のルートにアタッチされたバックアップポリシーでは、組織内のすべてのアカウントが、デ
フォルトのバックアップ頻度 (週に 1 回) ですべての Amazon DynamoDB テーブルをバックアップするよ
うに指定できます。テーブル内の重要な情報を持つ 1 つのメンバーアカウントに直接アタッチされた個別
のバックアップポリシーは、1 日に 1 回の値で頻度を上書きできます。これらのバックアップポリシーの
組み合わせは、有効なバックアップポリシーで構成されます。有効なバックアップポリシーは、組織内の
アカウントごとに個別に決定されます。この例では、例外的に毎日テーブルをバックアップする 1 つのア
カウントを除き、組織内のすべてのアカウントが 1 週間に 1 回ずつ DynamoDB テーブルをバックアップ
します。

複数のバックアップポリシーが集約され、最終的に有効なバックアップポリシーが構成される仕組みにつ
いては、管理ポリシータイプのポリシー構文と継承 (p. 96) を参照してください。

有効なバックアップポリシーの表示
アカウントの有効なバックアップポリシーは、AWS Management Console、AWS API、AWS Command 
Line Interface のいずれかを使用して表示できます。
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最小アクセス許可

アカウントの有効なバックアップポリシーを表示するには、以下のアクションを実行するアクセ
ス許可が必要です。

• organizations:DescribeEffectivePolicy
• organizations:DescribeOrganization - Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

AWS Management Console

アカウントの有効なバックアップポリシーを表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、有効なバックアップポリシーを確認するアカウントの名前を選択し
ます。場合によっては、目的のアカウントを見つけるには OU を展開 (  を選択) する必要があり
ます。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [Backup policies] (バックアップポリシー) セクションで、[View the 
effective backup policy for this AWS アカウント] (この の有効なバックアップポリシーを表示す
る) を選択します。

指定したアカウントに適用されている有効なポリシーがコンソールに表示されます。
Note

有効なポリシーをコピーアンドペーストして、大きな変更を加えずに別のバックアッ
プポリシーの JSON として使用することはできません。バックアップポリシードキュ
メントには、各設定を最終的な有効なポリシーにマージする方法を指定する継承演算
子 (p. 98)を含める必要があります。

AWS CLI & AWS SDKs

アカウントの有効なバックアップポリシーを表示するには

次のいずれかのコマンドを使用して、有効なバックアップポリシーを表示できます。

• AWS CLI: describe-effective-policy

次の例では、バックアップポリシーの詳細を表示しています。

$ aws organizations describe-effective-policy \
--policy-type BACKUP_POLICY \
--target-id 123456789012{ 
    "EffectivePolicy": { 
        "LastUpdatedTimestamp": "2020-06-22T14:31:50.748000-07:00", 
        "TargetId": "123456789012", 
        "PolicyType": "BACKUP_POLICY", 
        "PolicyContent": "{\"plans\":{\"pii_backup_plan\":{\"regions\":[\"ap-
northeast-2\",\"us-east-1\",\"eu-north-1\"],\
"selections\":{\"tags\":{\"datatype\":{\"iam_role_arn\":\"arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole\",\"tag_value\":[\"PII\"],\
"tag_key\":\"dataType\"}}},\"rules\":{\"hourly\":{\"complete_backup_window_minutes\":
\"10080\",\"target_backup_vault_name\
":\"FortKnox\",\"start_backup_window_minutes\":\"480\",\"schedule_expression\":
\"cron(0 5/1 ? * * *)\",\"lifecycle\":{\"mo
ve_to_cold_storage_after_days\":\"180\",\"delete_after_days\":\"270\"},\"copy_actions
\":{\"arn:aws:backup:us-east-1:$accou
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nt:backup-vault:secondary-vault\":{\"lifecycle\":{\"move_to_cold_storage_after_days
\":\"10\",\"delete_after_days\":\"100\"
}}}}}}}}" 
    }
}

• AWS SDK: DescribeEffectivePolicy

バックアップポリシーの構文と例
このページでは、バックアップポリシーの構文について説明し、例を示します。

バックアップポリシーの構文
バックアップポリシーは、JSON のルールに従って構造化されたプレーンテキストファイルです。バック
アップポリシーの構文は、すべての管理ポリシータイプの構文に従います。この構文の詳細については、
「ポリシー構文と管理ポリシータイプの継承」を参照してください。このトピックでは、一般的な構文を
バックアップポリシータイプの特定の要件に適用することを重点的に扱っています。

バックアップポリシーの大部分は、バックアッププランとそのルールで構成されます。AWS 
Organizations バックアップポリシー内のバックアッププランの構文は、AWS Backup で使用される構文
と構造的には同じですが、キー名は異なります。以下のポリシーキー名の説明には、それぞれ同等の AWS 
Backup プランキー名が含まれています。AWS Backup プランについて詳しくは、AWS Backup デベロッ
パーガイドの CreateBackupPlan を参照してください。

完全であり、かつ機能するには、有効なバックアップポリシー (p. 180)に、スケジュールとルールを備え
たバックアッププラン以上のものを含める必要があります。ポリシーでは、バックアップする AWS リー
ジョン とリソース、および AWS Backup でバックアップの実行に使用できる AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールも特定する必要があります。

次の機能的に完全なポリシーは、基本的なバックアップポリシーの構文を示します。このサンプルが
アカウントに直接アタッチされている場合、AWS Backup は、us-east-1 および eu-north-1 リー
ジョン内にあり、かつ、値が PII または RED のタグ dataType を持つそのアカウントのすべてのリ
ソースをバックアップします。これらのリソースを毎日午前 5:00 に My_Backup_Vault にバックアッ
プし、My_Secondary_Vault にコピーを保存します。これらのボールトは両方ともリソースと同じア
カウントにあります。また、明示的に指定された別の My_Tertiary_Vault にバックアップのコピー
を保存します。ボールトは、有効なポリシーを受け取る各 AWS アカウント について、指定した両方の 
AWS リージョン にあらかじめ存在している必要があります。バックアップされたリソースに EC2 イ
ンスタンスが含まれている場合、それらのインスタンスのバックアップに対し、Microsoft ボリューム
シャドウコピーサービス (VSS) のサポートが有効になります。バックアップは、各復旧ポイントにタグ
Owner:Backup を適用します。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "rules": { 
                "My_Hourly_Rule": { 
                    "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 5 ? * * *)"}, 
                    "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "60"}, 
                    "complete_backup_window_minutes": {"@@assign": "604800"}, 
                    "enable_continuous_backup": {"@@assign": false}, 
                    "target_backup_vault_name": {"@@assign": "My_Backup_Vault"}, 
                    "recovery_point_tags": { 
                        "Owner": { 
                            "tag_key": {"@@assign": "Owner"}, 
                            "tag_value": {"@@assign": "Backup"} 
                        } 
                    }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"}, 
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                        "delete_after_days": {"@@assign": "270"} 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-west-2:$account:backup-
vault:My_Secondary_Vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-west-2:$account:backup-
vault:My_Secondary_Vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"}, 
                                "delete_after_days": {"@@assign": "270"} 
                            } 
                        }, 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:My_Tertiary_Vault": 
 { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:111111111111:backup-
vault:My_Tertiary_Vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"}, 
                                "delete_after_days": {"@@assign": "270"} 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "regions": { 
                "@@append": [ 
                    "us-east-1", 
                    "eu-north-1" 
                ] 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "My_Backup_Assignment": { 
                        "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole"}, 
                        "tag_key": {"@@assign": "dataType"}, 
                        "tag_value": { 
                            "@@assign": [ 
                                "PII", 
                                "RED" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "advanced_backup_settings": { 
                "ec2": { 
                    "windows_vss": {"@@assign": "enabled"} 
                } 
            }, 
            "backup_plan_tags": { 
                "stage": { 
                    "tag_key": {"@@assign": "Stage"}, 
                    "tag_value": {"@@assign": "Beta"} 
                } 
            } 
        } 
    }
}

バックアップポリシー構文には、次のコンポーネントが含まれます。
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• $account 変数 - ポリシーの特定のテキスト文字列では、$account 変数を使用して現在の AWS アカ
ウント を表すことができます。AWS Backup が有効なポリシーでプランを実行すると、この変数は、有
効なポリシーとそのプランが実行されている現在の AWS アカウント に自動的に置き換えられます。

Important

$account 変数は、Amazon リソースネーム (ARN) を含めることができるポリシー要素でのみ
使用できます。例えば、バックアップを格納するバックアップボールトを指定したり、バック
アップを実行するアクセス許可を持つ IAM ロールを指定したりできるポリシー要素です。

例えば、以下の例では、ポリシーが適用される各 AWS アカウント に My_Vault という名前のボールト
が存在する必要があります。

arn:aws:backup:us-west-2:$account:vault:My_Vault"

組織内の各メンバーアカウントのバックアップボールトと IAM ロールを自動的に作成および設定するに
は、AWS CloudFormation StackSets、およびその Organizations との統合を使用することをお勧めしま
す。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのセルフマネージド型のアクセス許可を持
つスタックセットの作成を参照してください。

• 継承演算子 - バックアップポリシーでは、継承値設定演算子 (p. 98)および子制御演算子 (p. 98)の
両方を使用できます。

• plans

ポリシーの最上位レベルにあるキーは plans キーです。バックアップポリシーは、常にポリシーファイ
ルの先頭にこの固定キー名のある状態で開始する必要があります。このキーの下に、1 つ以上のバック
アッププランを配置できます。

• plans 最上位キーの下にある各プランには、ユーザーが割り当てたバックアッププラン名で構成される
キー名があります。前の例では、バックアッププラン名は PII_Backup_Plan です。1 つのポリシーに
は複数のプランを含めることができ、それぞれに独自の rules、regions、selections、tags を設
定できます。

バックアップポリシーにあるこのバックアッププランキー名は、BackupPlanName プランにある AWS 
Backup キーの値にマップされます。

各プランには次の要素を含めることができます。
• rules (p. 184) - このキーには、ルールのコレクションが格納されます。各ルールは、開始時刻と

ウィンドウがスケジュールされたタスクに変換され、そのスケジュールに基づき、有効なバックアッ
プポリシーの selections 要素と regions 要素によって識別されるリソースをバックアップしま
す。

• regions (p. 187) - このキーには、このポリシーでリソースをバックアップできる AWS リージョ
ン の配列リストが格納されます。

• selections (p. 187) - このキーには、指定した rules によってバックアップされる (指定した
regions 内にある) リソースのコレクションが 1 つ以上格納されます。

• advanced_backup_settings (p. 188) - このキーには、特定のリソースで実行されるバック
アップに固有の設定が格納されます。

• backup_plan_tags (p. 188) - これは、バックアッププラン自体にアタッチされるタグを指定し
ます。

• rules

rules ポリシーキーは、Rules プラン内の AWS Backup キーにマッピングされます。rules キーの
下に 1 つ以上のルールを設定できます。各ルールは、選択したリソースのバックアップを実行するスケ
ジュールされたタスクになります。

各ルールにはキーがあり、そのキー名がルールの名前です。前の例では、ルール名は
「My_Hourly_Rule」です。ルールキーの値は、ルール要素の次のコレクションです。
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• schedule_expression - このポリシーキーは、AWS Backup プランの ScheduleExpression
キーにマッピングされます。

バックアップの開始時刻を指定します。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、AWS 
Backup がバックアップジョブを初期化するタイミングを指定する CRON 式の文字列値が格納されま
す。CRON 文字列の一般的な形式は「cron()」です。それぞれが、数字またはワイルドカードです。
例えば、cron(0 5 ? * 1,3,5 *) は、毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前 5 時にバックアップを
開始します。cron(0 0/1 ? * * *) は、1 週間毎日、毎正時にバックアップを開始します。

• target_backup_vault_name - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
TargetBackupVaultName キーにマッピングされます。

バックアップを保存するバックアップボールトの名前を指定します。AWS Backup を使用して値を作
成します。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)とボールト名を持つ文字列値が格納さ
れます。

Important

バックアッププランを最初に起動するときには、ボールトがすでに存在している必要があり
ます。組織内の各メンバーアカウントのバックアップボールトと IAM ロールを自動的に作
成および設定するには、AWS CloudFormation StackSets、およびその Organizations との
統合を使用することをお勧めします。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドのセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成を参照してください。

• start_backup_window_minutes - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
StartWindowMinutes キーにマッピングされます。

(オプション) 正常に開始しないジョブをキャンセルするまでの待機時間を分単位で指定します。この
キーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数の時間 (分) を持つ値が格納されます。

• complete_backup_window_minutes - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
CompletionWindowMinutes キーにマッピングされます。

(オプション) バックアップジョブが正常に開始してから完了するか、AWS Backup によってキャンセ
ルされるまでの時間 (分) を指定します。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数
の時間 (分) を持つ値が格納されます。

• enable_continuous_backup - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
EnableContinuousBackup キーにマッピングされます。

(オプション) AWS Backup が連続バックアップを作成するかどうかを指定します。True にする
と、AWS Backup はポイントインタイムリストア (PITR) が可能な連続バックアップを作成しま
す。False (または未指定) にすると、AWS Backup はスナップショットバックアップを作成します。

Note

PITR 対応のバックアップは最大 35 日間保持されるため、次のいずれかのオプションを設定
する場合は、False を選択するか、値を未指定にする必要があります。
• delete_after_days を 35 より大きい値に設定する。
• move_to_code_storage_after_days を任意の値に設定する。

連続バックアップの詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドのポイントインタイムリカバ
リを参照してください。

• lifecycle - このポリシーキーは、AWS Backup プランの Lifecycle キーにマッピングされます。

(オプション) このバックアップを AWS Backup がコールドストレージに移行するタイミングと有効期
限を指定します。
• move_to_cold_storage_after_days  - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
MoveToColdStorageAfterDays キーにマッピングされます。
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バックアップが実行されてから、AWS Backup が復旧ポイントをコールドストレージに移動するま
での日数を指定します。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数の日数を持つ
値が格納されます。

• delete_after_days - このポリシーキーは、AWS Backup プランの DeleteAfterDays キーに
マッピングされます。

バックアップが実行されてから、AWS Backup が復旧ポイントを削除するまでの日数を指定しま
す。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数の日数を持つ値が格納されます。
バックアップをコールドストレージに移行する場合は、その場所に 90 日以上保持する必要があり
ます。したがって、この値は move_to_cold_storage_after_days の値よりも 90 日以上大き
くする必要があります。

• copy_actions - このポリシーキーは、AWS Backup プランの CopyActions キーにマッピングされ
ます。

(オプション) AWS Backup がバックアップを 1 つ以上の追加の場所にコピーするように指定します。
各バックアップコピーの場所は次のように記述されます。
• そのコピーアクションを一意に識別する名前を持つキー。現時点で、キー名はバックアップボール

トの Amazon リソースネーム (ARN) である必要があります。このキーには、2 つのエントリが含ま
れます。
• target_backup_vault_arn - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
DestinationBackupVaultArn キーにマッピングされます。

(オプション) AWS Backup がバックアップの追加のコピーを保存するボールトを指定します。こ
のキーの値には、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、ボールトの ARN が格納されます。
• バックアップポリシーが実行されている AWS アカウント のボールトを参照するには、アカウ

ント ID 番号の代わりに $account 変数を ARN に追加します。バックアッププランが AWS 
Backup によって実行されると、変数は、ポリシーが実行されている AWS アカウント の実際
のアカウント ID 番号に自動的に置き換えられます。これにより、バックアップポリシーが組織
内の複数のアカウントに適用される場合でも、バックアップが正常に実行されます。

• 同じ組織内の異なる AWS アカウント のボールトを参照するには、実際のアカウント ID 番号
を ARN に使用します。

Important

• このキーがない場合、親キーの名前をすべて小文字で表記したものが ARN に使用さ
れます。ARN では大文字と小文字が区別されるため、この文字列がボールトの実際の 
ARN と一致せず、プランが失敗する可能性があります。このため、このキーと値は常
に指定することをお勧めします。

• バックアップのコピー先にするバックアップボールトは、最初にバックアッププラン
を起動する時点ですでに存在している必要があります。組織内の各メンバーアカウン
トのバックアップボールトと IAM ロールを自動的に作成および設定するには、AWS 
CloudFormation StackSets、およびその Organizations との統合を使用することをお勧
めします。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのセルフマネージ
ド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成を参照してください。

• lifecycle - このポリシーキーは、AWS Backup プランの CopyAction キーの下にある
Lifecycle キーにマッピングされます。

(オプション) このバックアップのコピーを AWS Backup がコールドストレージに移行するタイミ
ングと有効期限を指定します。
• move_to_cold_storage_after_days  - このポリシーキーは、AWS Backup プランの
MoveToColdStorageAfterDays キーにマッピングされます。

バックアップが実行されてから、AWS Backup が復旧ポイントをコールドストレージに移動す
るまでの日数を指定します。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数の日
数を持つ値が格納されます。

186

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#create-stack-set-service-managed-permissions
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-getting-started-create.html#create-stack-set-service-managed-permissions


AWS Organizations ユーザーガイド
バックアップポリシーの構文と例

• delete_after_days - このポリシーキーは、AWS Backup プランの DeleteAfterDays
キーにマッピングされます。

バックアップが実行されてから、AWS Backup が復旧ポイントを削除するまでの日数を指定し
ます。このキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)と、整数の日数を持つ値が格納され
ます。バックアップをコールドストレージに移行する場合は、その場所に 90 日以上保持する
必要があります。したがって、この値は move_to_cold_storage_after_days の値よりも 
90 日以上大きくする必要があります。

• recovery_point_tags - このポリシーキーは、AWS Backup プランの RecoveryPointTags キー
にマッピングされます。

(オプション) このプランから作成する各バックアップに AWS Backup がアタッチするタグを指定しま
す。このキーの値には、以下の要素が 1 つ以上含まれます。
• このキー名と値のペアの識別子。recovery_point_tags の下の各要素のこの名前は、tag_key

で大文字と小文字の取り扱いが異なる場合でも、すべて小文字のタグキー名です。この識別子で
は、大文字と小文字は区別されません。前の例では、このキーペアは名前 Owner で識別されまし
た。各キーペアには、以下の要素が含まれます。
• tag_key - バックアッププランにアタッチするタグキー名を指定します。このキーに

は、@@assign 継承値演算子 (p. 98)および文字列値が格納されます。この値は大文字と小文
字が区別されます。

• tag_value - バックアッププランに適用され、 に関連付けられている値を指定しま
す。tag_keyこのキーには、継承値演算子 (p. 98)、有効なポリシーの置換、追加、または削
除する 1 つ以上の値が格納されます。これらの値は大文字と小文字が区別されます。

• regions

regions ポリシーキーでは、AWS Backup が selections キー内の条件に一致するリソースを検索す
る AWS リージョン リージョンを指定します。このキーには、継承値演算子 (p. 98)と、AWS リー
ジョン コードの文字列値 (例: ["us-east-1", "eu-north-1"]) が 1 つ以上含まれます。

• selections

selections ポリシーキーは、このポリシーのプランルールによってバックアップされるリソースを
指定します。このキーは、AWS Backup の BackupSelection オブジェクトにほぼ対応します。リソース
は、タグキー名と値をマッチングするためのクエリによって指定されます。selections キーの下に
は、tags という 1 つのキーが含まれています。
• tags - リソースを識別するタグと、リソースに対してクエリおよびバックアップを実行するアクセス

許可を持つ IAM ロールを指定します。このキーの値には、以下の要素が 1 つ以上含まれます。
• このタグ要素の識別子。tags の下にあるこの識別子は、クエリするタグの大文字と小文字の取

り扱いが異なる場合でも、すべて小文字のタグキー名です。この識別子では、大文字と小文字
は区別されません。前の例では、1 つの要素が名前 My_Backup_Assignment で識別されまし
た。tags の下の各識別子には、以下の要素が含まれています。
• iam_role_arn - regions キーで指定された AWS リージョン で、タグクエリによって識別さ

れるリソースへのアクセス許可を持つ IAM ロールを指定します。この値には、@@assign 継承値
演算子 (p. 98)と、ロールの ARN を含む文字列値が含まれます。AWS Backup は、このロール
を使用して、リソースのクエリと検出、およびバックアップを実行します。

アカウント ID 番号の代わりに、ARN の $account 変数を使用できます。バックアッププランが 
AWS Backup によって実行されると、変数は、ポリシーが実行されている AWS アカウント の実
際の アカウント ID 番号に自動的に置き換えられます。

Important

このロールは、バックアッププランを最初に起動するときにすでに存在している必
要があります。組織内の各メンバーアカウントのバックアップボールトと IAM ロー
ルを自動的に作成および設定するには、AWS CloudFormation StackSets、およびそ
の Organizations との統合を使用することをお勧めします。詳細については、AWS 
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CloudFormation ユーザーガイドのセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタック
セットの作成を参照してください。

• tag_key - 検索するタグキー名を指定します。このキーには、@@assign 継承値演算
子 (p. 98)および文字列値が格納されます。この値は大文字と小文字が区別されます。

• tag_value - tag_key と一致するキー名に関連付ける必要がある値を指定します。tag_key と
tag_value の両方が一致する場合にのみ、AWS Backup のバックアップにリソースが含められ
ます。このキーには、継承値演算子 (p. 98)、有効なポリシーの置換、追加、または削除する 1 
つ以上の値が格納されます。これらの値は大文字と小文字が区別されます。

• advanced_backup_settings - 特定のバックアップシナリオの設定を指定します。このキーには 1 つ
以上の設定が含まれます。各設定は、次の要素を持つ JSON オブジェクト文字列です。
• オブジェクトキー名 - 次の詳細設定が適用されるリソースのタイプを指定する文字列。
• オブジェクト値 - 関連付けられたリソースタイプに固有のバックアップ設定を 1 つ以上含む JSON オ

ブジェクト文字列。

現時点でサポートされている高度なバックアップ設定で利用可能なのは、Amazon EC2 インスタンスで
実行される Windows または SQL Server の Microsoft ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) バック
アップだけです。キー名は "ec2" リソースタイプであるる必要があります。この値により、Amazon 
EC2 インスタンスで実行されるバックアップに対する "windows_vss" サポートを enabled にするか
disabled にするかを指定できます。この機能について詳しくは、AWS Backup デベロッパーガイドの
Creating a VSS-Enabled Windows Backup を参照してください。

"advanced_backup_settings": { 
    "ec2": {  
        "windows_vss": { 
            "@@assign": "enabled"  
        } 
    }
}

• backup_plan_tags - バックアッププラン自体にアタッチされるタグを指定します。これは、ルールま
たは選択で指定されたタグには影響しません。

(オプション) バックアッププランにタグをアタッチできます。このキーの値は、要素のコレクションで
す。

backup_plan_tags の下の各要素のキー名は、クエリするタグの大文字と小文字の取り扱いが異なる
場合でも、すべて小文字のタグキー名です。この識別子では、大文字と小文字は区別されません。これ
らの各エントリの値は、次のキーで構成されます。
• tag_key - バックアッププランにアタッチするタグキー名を指定します。このキーには、@@assign

継承値演算子 (p. 98)および文字列値が格納されます。この値は大文字と小文字が区別されます。
• tag_value - バックアッププランに適用され、 に関連付けられている値を指定します。tag_keyこ

のキーには、@@assign 継承値演算子 (p. 98)および文字列値が格納されます。この値は大文字と
小文字が区別されます。

バックアップポリシーの例
次のサンプルバックアップポリシーは、情報提供のみを目的としています。以下の例の一部では、スペー
スを節約するために JSON の空白書式が圧縮される場合があります。

例 1: 親ノードに割り当てられたポリシー

次の例は、アカウントの親ノードの 1 つに割り当てられているバックアップポリシーを示しています。

親ポリシー - このポリシーは、組織のルート、またはすべての対象アカウントの親である任意の OU にア
タッチできます。
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{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { 
                "@@assign": [ 
                    "ap-northeast-2", 
                    "us-east-1", 
                    "eu-north-1" 
                ] 
            }, 
            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": { 
                        "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" 
                    }, 
                    "start_backup_window_minutes": { 
                        "@@assign": "480" 
                    }, 
                    "complete_backup_window_minutes": { 
                        "@@assign": "10080" 
                    }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { 
                            "@@assign": "180" 
                        }, 
                        "delete_after_days": { 
                            "@@assign": "270" 
                        } 
                    }, 
                    "target_backup_vault_name": { 
                        "@@assign": "FortKnox" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary_vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { 
                                    "@@assign": "30" 
                                }, 
                                "delete_after_days": { 
                                    "@@assign": "120" 
                                } 
                            } 
                        }, 
                        "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { 
                                    "@@assign": "30" 
                                }, 
                                "delete_after_days": { 
                                    "@@assign": "120" 
                                } 
                            } 
                        }                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
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                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": { 
                            "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole" 
                        }, 
                        "tag_key": { 
                            "@@assign": "dataType" 
                        }, 
                        "tag_value": { 
                            "@@assign": [ 
                                "PII", 
                                "RED" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "advanced_backup_settings": { 
                "ec2": { 
                    "windows_vss": { 
                        "@@assign": "enabled" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

アカウントに他のポリシーが継承またはアタッチされていない場合、適用可能な各 AWS アカウント に表
示される有効なポリシーは次の例のようになります。CRON 式を使用すると、バックアップは毎正時に実
行されます。アカウント ID 123456789012 は、各アカウントの実際のアカウント ID になります。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": [ 
                "us-east-1", 
                "ap-northeast-3", 
                "eu-north-1" 
            ], 
            "rules": { 
                "hourly": { 
                    "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)", 
                    "start_backup_window_minutes": "60", 
                    "target_backup_vault_name": "FortKnox", 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": "2", 
                        "move_to_cold_storage_after_days": "180" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:secondary_vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:secondary_vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "to_delete_after_days": "28", 
                                "move_to_cold_storage_after_days": "180" 
                            } 
                        }, 
                        "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:vault:tertiary_vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:vault:tertiary_vault" 
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                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "to_delete_after_days": "28", 
                                "move_to_cold_storage_after_days": "180" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole", 
                        "tag_key": "dataType", 
                        "tag_value": [ 
                            "PII", 
                            "RED" 
                        ] 
                    } 
                } 
            }, 
            "advanced_backup_settings": { 
                "ec2": { 
                    "windows_vss": "enabled" 
                } 
            } 
        } 
    }
}

例 2: 親ポリシーが子ポリシーとマージされる

次の例では、AWS アカウント の継承された親ポリシーと、継承または直接アタッチされた子ポリシー
が、マージして有効なポリシーを形成しています。

親ポリシー - このポリシーは、組織のルートまたは任意の親 OU にアタッチできます。

{ 
    "plans": { 
       "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { "@@append":[ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ] }, 
            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" }, 
                    "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "60" }, 
                    "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "28" }, 
                        "to_delete_after_days": { "@@assign": "180" } 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:secondary_vault" : { 
                            "target_backup_vault_arn" : { 
                                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:secondary_vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "28" }, 
                                "to_delete_after_days": { "@@assign": "180" } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
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            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" }, 
                        "tag_key": { "@@assign": "dataType" }, 
                        "tag_value": { "@@assign": [ "PII", "RED" ] } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

子ポリシー - このポリシーは、アカウントに直接アタッチすることも、親ポリシーがアタッチされている
より低いレベルの OU にアタッチすることもできます。

{ 
    "plans": { 
       "Monthly_Backup_Plan": { 
            "regions": { 
                "@@append":[ "us-east-1", "eu-central-1" ] }, 
            "rules": { 
                "Monthly": { 
                    "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)" }, 
                    "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" }, 
                    "target_backup_vault_name": { "@@assign": "Default" }, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "30" }, 
                        "to_delete_after_days": { "@@assign": "365" } 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:Default" : { 
                            "target_backup_vault_arn" : { 
                                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:Default" 
                            }, 
                            "lifecycle": {  
                                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "30" }, 
                                "to_delete_after_days": { "@@assign": "365" } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "MonthlyDatatype": { 
                        "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyMonthlyBackupIamRole" }, 
                        "tag_key": { "@@assign": "BackupType" }, 
                        "tag_value": { "@@assign": [ "MONTHLY", "RED" ] } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

最終的に適用される有効なポリシー - アカウントに適用される有効なポリシーには、2 つのプランがあ
り、それぞれに独自のルールのセットとルールを適用するリソースのセットがあります。

{ 
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    "plans": { 
       "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ], 
            "rules": { 
                "hourly": { 
                    "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)", 
                    "start_backup_window_minutes": "60", 
                    "target_backup_vault_name": "FortKnox", 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": "2", 
                        "move_to_cold_storage_after_days": "180" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:secondary_vault" : { 
                            "target_backup_vault_arn" : { 
                                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:secondary_vault" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": "28", 
                                "to_delete_after_days": "180" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole", 
                        "tag_key": "dataType", 
                        "tag_value": [ "PII", "RED" ] 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "Monthly_Backup_Plan": { 
            "regions": [ "us-east-1", "eu-central-1" ], 
            "rules": { 
                "monthly": { 
                    "schedule_expression": "cron(0 5 1 * ? *)", 
                    "start_backup_window_minutes": "480", 
                    "target_backup_vault_name": "Default", 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": "365", 
                        "move_to_cold_storage_after_days": "30" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:Default" : { 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:Default" 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": "30", 
                                "to_delete_after_days": "365" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "monthlydatatype": { 
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::&ExampleAWSAccountNo3;:role/
MyMonthlyBackupIamRole", 
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                        "tag_key": "BackupType", 
                        "tag_value": [ "MONTHLY", "RED" ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

例 3: 親ポリシーが子ポリシーによる変更を防止する

次の例では、継承された親ポリシーが子制御演算子 (p. 98)を使用してすべての設定を強制し、子ポリ
シーによって変更またはオーバーライドされないようにします。

親ポリシー - このポリシーは、組織のルートまたは任意の親 OU にアタッチできます。ポリシーのすべて
のノードに "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] が存在するということ
は、子ポリシーがどのような変更もプランに加えられないことを意味します。また、子ポリシーにより有
効なポリシーにプランを追加することもできません。このポリシーは、関連付けられている OU の下にあ
るすべての OU およびアカウントに対して有効なポリシーになります。

{ 
    "plans": { 
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
            "regions": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "@@append": [ 
                    "us-east-1", 
                    "ap-northeast-3", 
                    "eu-north-1" 
                ] 
            }, 
            "rules": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "Hourly": { 
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                    "schedule_expression": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" 
                    }, 
                    "start_backup_window_minutes": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "@@assign": "60" 
                    }, 
                    "target_backup_vault_name": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "@@assign": "FortKnox" 
                    }, 
                    "lifecycle": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "move_to_cold_storage_after_days": { 
                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "@@assign": "28" 
                        }, 
                        "to_delete_after_days": { 
                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "@@assign": "180" 
                        } 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:secondary_vault": { 
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                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "target_backup_vault_arn": { 
                                "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:
$account:vault:secondary_vault", 
                                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 
                            }, 
                            "lifecycle": { 
                                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                                "to_delete_after_days": { 
                                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                                    "@@assign": "28" 
                                }, 
                                "move_to_cold_storage_after_days": { 
                                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                                    "@@assign": "180" 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "tags": { 
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                    "datatype": { 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                        "iam_role_arn": { 
                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole" 
                        }, 
                        "tag_key": { 
                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "@@assign": "dataType" 
                        }, 
                        "tag_value": { 
                            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                            "@@assign": [ 
                                "PII", 
                                "RED" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "advanced_backup_settings": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                "ec2": { 
                    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
                    "windows_vss": { 
                        "@@assign": "enabled", 
                        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

最終的に適用される有効なポリシー - 子バックアップポリシーが存在する場合、それらは無視され、親ポ
リシーが有効なポリシーになります。

{ 
    "plans": { 
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        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": [ 
                "us-east-1", 
                "ap-northeast-3", 
                "eu-north-1" 
            ], 
            "rules": { 
                "hourly": { 
                    "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)", 
                    "start_backup_window_minutes": "60", 
                    "target_backup_vault_name": "FortKnox", 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": "2", 
                        "move_to_cold_storage_after_days": "180" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "target_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:secondary_vault", 
                        "lifecycle": { 
                            "move_to_cold_storage_after_days": "28", 
                            "to_delete_after_days": "180" 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole", 
                        "tag_key": "dataType", 
                        "tag_value": [ 
                            "PII", 
                            "RED" 
                        ] 
                    } 
                } 
            }, 
            "advanced_backup_settings": { 
                "ec2": {"windows_vss": "enabled"} 
            } 
        } 
    }
}

例 4: 親ポリシーが、子ポリシーによる 1 つのバックアッププランへの変更を防止
する
次の例では、継承された親ポリシーが子制御演算子 (p. 98)を使用して単一のプランの設定を強制し、子
ポリシーによって変更またはオーバーライドされないようにします。子ポリシーがプランを追加すること
はできます。

親ポリシー - このポリシーは、組織のルートまたは任意の親 OU にアタッチできます。この例は、plans
最上位レベルを除き、すべての子継承演算子がブロックされた前の例に似ています。このレベルでの
@@append の設定により、子ポリシーが、有効なポリシーのコレクションに他の計画を追加できます。継
承されたプランに対する変更は引き続きブロックされます。

プラン内のセクションは、わかりやすくするために切り捨てられています。

{ 
    "plans": { 
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"], 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"], 
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            "regions": { ... }, 
            "rules": { ... }, 
            "selections": { ... } 
        } 
    }
}

子ポリシー - このポリシーは、アカウントに直接アタッチすることも、親ポリシーがアタッチされている
より低いレベルの OU にアタッチすることもできます。この子ポリシーは、新しいプランを定義します。

プラン内のセクションは、わかりやすくするために切り捨てられています。

{ 
    "plans": { 
        "MonthlyBackupPlan": { 
            "regions": { ... }, 
            "rules": { ... }, 
            "selections": { … } 
        } 
    }
}

最終的に適用される有効なポリシー - 有効なポリシーには、両方のプランが含まれます。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { ... }, 
            "rules": { ... }, 
            "selections": { ... } 
        }, 
        "MonthlyBackupPlan": { 
            "regions": { ... }, 
            "rules": { ... }, 
            "selections": { … } 
        } 
    }
}

例 5: 子ポリシーが親ポリシーの設定をオーバーライドする

次の例では、子ポリシーが値設定演算子 (p. 98)を使用して、親ポリシーから継承された設定の一部を
オーバーライドしています。

親ポリシー - このポリシーは、組織のルートまたは任意の親 OU にアタッチできます。どの設定も子ポリ
シーによりオーバーライドできます。これは、デフォルトの動作を禁止する子制御演算子 (p. 98)がない
場合は、子ポリシーに @@assign、@@append、または@@remove が許可されるためです。親ポリシーに
は、有効なバックアッププランに必要なすべての要素が含まれているため、そのまま継承されていればリ
ソースが正常にバックアップされます。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { 
                "@@append": [ 
                    "us-east-1", 
                    "ap-northeast-3", 
                    "eu-north-1" 
                ] 
            }, 
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            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"}, 
                    "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "60"}, 
                    "target_backup_vault_name": {"@@assign": "FortKnox"}, 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": {"@@assign": "2"}, 
                        "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"} 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:t2": { 
                            "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:vault:t2"}, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "28"}, 
                                "to_delete_after_days": {"@@assign": "180"} 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole"}, 
                        "tag_key": {"@@assign": "dataType"}, 
                        "tag_value": { 
                            "@@assign": [ 
                                "PII", 
                                "RED" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

子ポリシー - 子ポリシーには、継承された親ポリシーとは異なる必要がある設定のみが含まれます。有効
なポリシーにマージするときは、その他の必須設定を提供する、継承された親ポリシーが必要です。それ
がないと、有効なバックアップポリシーには無効なバックアッププランが格納され、期待どおりにリソー
スがバックアップされません。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": { 
                "@@assign": [ 
                    "us-west-2", 
                    "eu-central-1" 
                ] 
            }, 
            "rules": { 
                "Hourly": { 
                    "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/2 ? * * *)"}, 
                    "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "80"}, 
                    "target_backup_vault_name": {"@@assign": "Default"}, 
                    "lifecycle": { 
                        "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "30"}, 
                        "to_delete_after_days": {"@@assign": "365"} 
                    } 
                } 
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            } 
        } 
    }
}

最終的に適用される有効なポリシー - 有効なポリシーには両方のポリシーの設定が含まれます。子ポリ
シーによって提供される設定が、親ポリシーから継承された設定をオーバーライドします。この例では、
以下の変更が発生します。

• リージョンのリストは、まったく別のリストに置き換えられます。継承リストにリージョンを追加する
場合、子ポリシーで @@assign の代わりに @@append を使用します。

• AWS Backup は、毎時ではなく 1 時間おきに実行されます。
• AWS Backup では、バックアップの開始に 60 分ではなく 80 分割り当てられます。
• AWS Backup は Default の代わりに FortKnox ボールトを使用します。
• ライフサイクルは、コールドストレージへの転送とバックアップの最終的な削除の両方について延長さ

れます。

{ 
    "plans": { 
        "PII_Backup_Plan": { 
            "regions": [ 
                "us-west-2", 
                "eu-central-1" 
            ], 
            "rules": { 
                "hourly": { 
                    "schedule_expression": "cron(0 0/2 ? * * *)", 
                    "start_backup_window_minutes": "80", 
                    "target_backup_vault_name": "Default", 
                    "lifecycle": { 
                        "to_delete_after_days": "365", 
                        "move_to_cold_storage_after_days": "30" 
                    }, 
                    "copy_actions": { 
                        "arn:aws:backup:us-east-1:$account:vault:secondary_vault": { 
                            "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:vault:secondary_vault"}, 
                            "lifecycle": { 
                                "move_to_cold_storage_after_days": "28", 
                                "to_delete_after_days": "180" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "selections": { 
                "tags": { 
                    "datatype": { 
                        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole", 
                        "tag_key": "dataType", 
                        "tag_value": [ 
                            "PII", 
                            "RED" 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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タグポリシー
すべてのポリシータイプに共通の情報と手順については、以下のトピックを参照してください。

• ポリシータイプを有効または無効にする (p. 87)
• ポリシーの詳細を取得する (p. 89)
• ポリシーの構文と継承 (p. 94)

タグポリシーを使用して、タグキーおよびタグ値の大文字と小文字の処理方法の設定など、一貫したタグ
を維持できます。

タグとは
タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソース に割り当てるカスタム属性ラベルです。各タグは 2 つの
部分で構成されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーでは、大文字と小文字が区別
されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例: 111122223333 または Production)。タグ値を省
略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文字と小文字
が区別されます。

このページの残りの部分では、タグポリシーについて説明します。タグの詳細については、次のソースを
参照してください。

• 命名規則や使用規則など、タグ付けに関する一般的な詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の
「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

• タグの使用をサポートするサービスのリストについては、「リResource Groups のタグ付け API リファ
レンス」を参照してください。

• Organizations リソースのタグ付けについては、「AWS Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」
を参照してください。

• 他の AWS のサービスのリソースにタグを付ける方法については、それぞれのドキュメントを参照して
ください。

• タグを使用してリソースを分類する方法については、「AWS Tagging Strategies」を参照してくださ
い。

タグポリシーとは
タグポリシーはポリシーの一種で、組織のアカウント内のリソース間でタグを標準化するのに役立ちま
す。タグポリシーでは、リソースのタグ付けの際に適用されるタグ付けルールを指定します。

例えば、タグポリシーでは、CostCenter タグがリソースにアタッチされる際に、タグポリシーで定義さ
れている大文字小文字の処理とタグ値を使用する必要があることを指定できます。タグポリシーは、指定
したリソースタイプで非準拠のタグ付け操作を強制するように指定することもできます。つまり、指定さ
れたリソースタイプで非準拠のタグ付けリクエストは完了できません。タグなしリソースまたはタグポリ
シーで定義されていないタグは、タグポリシーに準拠しているかどうか評価されません。

タグポリシーを使用するには、複数の AWS のサービスを使用する必要があります。

• AWS Organizations を使用してタグポリシーを管理します。組織の管理アカウントにサインインする場
合、Organizations を使用してタグポリシー機能を有効にします。組織の管理アカウントで、IAM ユー
ザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
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奨されません) 必要があります。次に、タグポリシーを作成して組織エンティティにアタッチし、タグ
付けルールを有効にすることができます。

• AWS Resource Groups を使用して、タグポリシーへの準拠を管理します。組織のアカウントにサイン
インする場合は、Resource Groups を使用してアカウント内のリソースで非準拠のタグを検索します。
リソースを作成した AWS のサービスでは、非準拠のタグを修正できます。

組織の管理アカウントにサインインすると、組織のすべてのアカウントのコンプライアンス情報を表示
できます。

タグポリシーは、すべての機能が有効になっている (p. 36)組織でのみ使用できます。タグポリシーを使用
するための詳しい要件については、「タグポリシーを管理するための前提条件とアクセス許可 (p. 201)」
を参照してください。

Important

AWS では、タグポリシーの使用開始にあたり、より高度なタグポリシーに進む前に、「タグ
ポリシーの開始方法 (p. 203)」で説明されているワークフローの例に従うことを強くお勧めし
ます。OU または組織全体にタグポリシーを展開する前に、単純なタグポリシーを単一のアカ
ウントにアタッチした場合の影響を理解しておくことをお勧めします。タグポリシーへの準拠
を強制する前に、タグポリシーの影響を理解することは特に重要です。タグポリシーの開始方
法 (p. 203) ページの表には、より高度なポリシー関連タスクの手順へのリンクも記載されてい
ます。

タグポリシーを管理するための前提条件とアクセス許
可
このページでは、AWS Organizations のタグポリシーを管理するための前提条件と必要なアクセス許可に
ついて説明します。

トピック
• タグポリシーを管理するための前提条件 (p. 201)
• タグポリシーを管理するためのアクセス許可 (p. 201)

タグポリシーを管理するための前提条件
タグポリシーを使用するには、次が必要です。

• 組織で、すべての機能が有効になっている (p. 36)必要があります。
• 組織の管理アカウントにサインインする必要があります。
• 「タグポリシーを管理するためのアクセス許可 (p. 201)」に記載されているアクセス許可が必要です。

タグポリシーへの準拠を評価するには、AWS Resource Groups を使用します 。コンプライアンスを評価
するための要件については、AWS Resource Groups ユーザーガイドの「前提条件とアクセス許可」を参
照してください。。

タグポリシーを管理するためのアクセス許可
以下の IAM ポリシーの例では、タグポリシーを管理するためのアクセス許可を提供します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "ManageTagPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListPoliciesForTarget", 
                "organizations:ListTargetsForPolicy", 
                "organizations:DescribeEffectivePolicy", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DetachPolicy", 
                "organizations:DeletePolicy", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DisablePolicyType", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListPolicies", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:ListCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:UpdatePolicy", 
                "organizations:EnablePolicyType", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:AttachPolicy", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:CreatePolicy", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

詳細については、IAM ユーザーガイドの 「IAM ポリシーとアクセス許可」を参照してください。

タグポリシー使用のベストプラクティス
AWS では、タグポリシーを使用する際に次のベストプラクティスを推奨しています。

タグの大文字小文字に関する方針を決定する
タグを大文字小文字どちらにするかを決め、その方針をすべてのリソースタイプに一貫して実装します。
例えば、Costcenter、costcenter、CostCenter のいずれを使用するかを決定し、すべてのタグに同
じ規則を使用します。コンプライアンスレポートの結果に一貫性を持たせるには、大文字と小文字が異な
る類似タグを使用しないでください。この方針は、組織のタグポリシーを定義するのに役立ちます。

推奨されるワークフローを使用する
単純なタグポリシーを作成して、小規模なものから始めます。次に、テスト目的で使用できるメンバーア
カウントにアタッチします。「タグポリシーの開始方法 (p. 203)」で説明されているワークフローを使用
します。

タグ付けルールを決定する
これは、組織のニーズによって異なります。例えば、CostCenter タグを AWS Secrets Manager シーク
レットにアタッチするときに、指定された大文字小文字の処理を使用する必要があることを指定できま
す。準拠タグを定義するタグポリシーを作成し、タグ付けルールを有効にする組織エンティティにアタッ
チします。
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アカウント管理者を教育する
タグポリシーの使用範囲を広げる準備ができたら、アカウント管理者を次のように教育します。

• タグ付け方針を伝えます。
• 管理者は特定のリソースタイプでタグを使用する必要があることを強調します。

タグなしリソースは、コンプライアンス結果で非準拠と表示されないため、これが重要となります。
• タグポリシーへの準拠を確認するためのガイダンスを提供します。AWS Resource Groups ユーザーガ

イドの「アカウントのコンプライアンスを評価する」で説明されている手順を使用して、アカウント内
のリソースの非準拠のタグを見つけて修正するよう管理者に指示します。コンプライアンスをチェック
する頻度を知らせます。

コンプライアンスの強制には注意が必要です。
コンプライアンスの強制によって、組織のアカウントのユーザーが必要なリソースにタグ付けできな
くなる可能性があります。「強制について (p. 218)」の情報を確認します。「タグポリシーの開始方
法 (p. 203)」で説明されているワークフローも参照してください。

リソース作成リクエストにガードレールを設定するための SCP 
の作成を検討する
タグが付けられたことがないリソースは、レポートで非準拠として表示されません。アカウント管理者
は、それでもタグなしリソースを作成できます。場合によっては、サービスコントロールポリシー (SCP) 
を使用して、リソース作成リクエストの周囲にガードレールを設定できます。SCP の例については、「 作
成される特定のリソースにタグを要求する (p. 147)」を参照してください。AWS のサービスが、タグを
使用したアクセスのコントロールをサポートしているかどうかを確認するには、「IAM ユーザーガイド」
の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。[Authorization based on tags] (タグに基づく
認可) 列で [Yes] (はい) が表示されているサービスを探します。サービスの名前を選択すると、そのサービ
スの認証とアクセスコントロールに関するドキュメントが表示されます。

タグポリシーの開始方法
タグポリシーを使用するには、複数の AWS のサービスを使用する必要があります。開始するには、次の
ページを参照してください。次に、このページのワークフローに従って、タグポリシーとその影響につい
て理解を深めます。

• タグポリシーを管理するための前提条件とアクセス許可 (p. 201)
• タグポリシー使用のベストプラクティス (p. 202)

初めてのタグポリシーの使用
タグポリシーを初めて使用するには、次の手順に従います。

Task サインインするアカウント AWS使用する サービスコンソー
ル

ステップ 1: 組織のタグポリシー
を有効にします。 (p. 87)

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

ステップ 2: タグポリシーを作成
します (p. 206)。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations
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Task サインインするアカウント AWS使用する サービスコンソー
ル

最初のタグポリシーはシンプル
にするよう心がけます。使用す
る大文字小文字の処理に 1 つの
タグキーを入力し、その他のオ
プションはすべてデフォルトの
ままにします。

ステップ 3: テストに使用でき
る単一のメンバーアカウント
にタグポリシーをアタッチしま
す。 (p. 213)

次のステップでは、このアカウ
ントにサインインする必要があ
ります。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

ステップ 4: 準拠タグを持つリ
ソースと、非準拠タグを持つリ
ソースを作成します。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

使い慣れている任意の AWS の
サービス。例えば、AWS Secrets 
Manager を使って「基本的な
シークレットを作成する」の手
順に従い、準拠したシークレッ
トと非準拠のシークレットを
持つシークレットを作成できま
す。

ステップ 5: 有効なタグポリシー
を表示し、アカウントのコンプ
ライアンス状況を評価します。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

リソースが作成された Resource 
Groups および AWS のサービ
ス。

準拠タグと非準拠タグを使用し
てリソースを作成した場合、
結果に非準拠タグが表示されま
す。

ステップ 6: テストアカウントの
リソースがタグポリシーに準拠
するまで、コンプライアンスの
問題を検出して修正するプロセ
スを繰り返します。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

リソースが作成された Resource 
Groups および AWS のサービ
ス。

いつでも、組織全体のコンプラ
イアンスを評価できます。

組織の管理アカウント¹ Resource Groups

¹ 組織の管理アカウントで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルート
ユーザーとしてサインインする (推奨されません) 必要があります。

タグポリシーの使用の拡大
次のタスクを任意の順序で実行すると、タグポリシーの使用を拡張できます。
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高度なタスク サインインするアカウント AWS使用する サービスコンソー
ル

より高度なタグポリシーを作成
します (p. 206)。

初回ユーザーと同じプロセスを
実行しますが、他のタスクを試
します。例えば、追加のキーや
値を定義したり、タグキーに対
して異なる大文字小文字の処理
を指定したりします。

「ポリシーの継承につい
て (p. 94)」および「タグポ
リシー構文 (p. 229)」の情報を
使用して、より詳細なタグポリ
シーを作成できます。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

タグポリシーを追加のアカウン
トまたは OU にアタッチしま
す。 (p. 213)

アカウントまたはアカウントが
メンバーである OU にさらに
ポリシーをアタッチした後、そ
のアカウントの有効なタグポリ
シー (p. 216)を確認します。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

新しいリソースが作成された
ら、タグをリクエストする SCP 
を作成します。例については、
作成される特定のリソースにタ
グを要求する (p. 147) を参照し
てください。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

有効なタグポリシーが変更され
るたびに、アカウントのコンプ
ライアンスステータスが引き続
き評価します。非準拠タグを修
正します。

有効なタグポリシーを持つメン
バーアカウント。

リソースが作成された Resource 
Groups および AWS のサービ
ス。

組織全体のコンプライアンスを
評価します。

組織の管理アカウント¹ Resource Groups

¹ 組織の管理アカウントで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルート
ユーザーとしてサインインする (推奨されません) 必要があります。

初めてのタグポリシーの強制
初めてタグポリシーを強制するには、タグポリシーを初めて使用する場合と同じワークフローに従い、テ
ストアカウントを使用します。

Warning

コンプライアンスの強制には注意が必要です。タグポリシーを使用した場合の影響を理解し、推
奨されるワークフローに従ってください。テストアカウントで強制の仕組みをテストしてから、
他のアカウントに展開します。そうしないと、組織のアカウントのユーザーが必要なリソースに
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タグ付けできなくなる可能性があります。詳細については、「強制について (p. 218)」を参照し
てください。

強制タスク サインインするアカウント AWS使用する サービスコンソー
ル

ステップ 1: タグポリシーを作成
します (p. 206)。

最初に強制するタグポリシーは
シンプルにするよう心がけま
す。使用する大文字小文字の処
理にタグキーを 1 つ入力し、
[Prevent noncompliant operations 
for this tag (このタグに対する非
準拠操作を防止する)] オプショ
ンを選択します。次に、適用
するリソースタイプを 1 つ指
定します。前述の例の続きとし
て、Secrets Manager シークレッ
トに強制するよう選択します。

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

ステップ 2: タグポリシーを単一
のテストアカウントにアタッチ
します。 (p. 213)

組織の管理アカウント¹ AWS Organizations

ステップ 3: 準拠タグを持つリ
ソースと、非準拠タグを持つ
リソースを作成してみます。非
準拠タグを持つタグポリシーで
指定されたタイプのリソースに
タグを作成することはできませ
ん。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

使い慣れている任意の AWS の
サービス。例えば、AWS Secrets 
Manager を使って「基本的な
シークレットを作成する」の手
順に従い、準拠したシークレッ
トと非準拠のシークレットを
持つシークレットを作成できま
す。

手順 4:  有効なタグポリシーに対
してアカウントのコンプライア
ンスステータスを評価し、非準
拠タグを修正します。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

リソースが作成された Resource 
Groups および AWS のサービ
ス。

ステップ 5: テストアカウントの
リソースがタグポリシーに準拠
するまで、コンプライアンスの
問題を検出して修正するプロセ
スを繰り返します。

テスト目的で使用するメンバー
アカウント。

リソースが作成された Resource 
Groups および AWS のサービ
ス。

いつでも、組織全体のコンプラ
イアンスを評価できます。

組織の管理アカウント¹ Resource Groups

¹ 組織の管理アカウントで、IAM ユーザーとしてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルート
ユーザーとしてサインインする (推奨されません) 必要があります。

タグポリシーの作成、更新、削除
このトピックの内容

• 組織のタグポリシーを有効にする (p. 87)と、ポリシーを作成 (p. 207)できます。
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• タグ要件が変更されると、既存のポリシーを更新 (p. 209)できます。
• ポリシーが不要になった場合、すべての組織単位 (OU) およびアカウントからポリシーをデタッチした

後、ポリシーを削除 (p. 212)できます。

Important

タグ付けされていないリソースは、結果で非準拠と表示されません。

タグポリシーの作成
最小アクセス許可

タグポリシーを作成するには、次のアクションを実行するためのアクセス権限が必要です。

• organizations:CreatePolicy

AWS Management Console にタグアップポリシーを作成するには、次の 2 つの方法があります。

• オプションを選択し、JSON ポリシーテキストを生成できるビジュアルエディタ。
• JSON ポリシーテキストを直接作成できるテキストエディタ。

ビジュアルエディタを使用すると、プロセスが簡単になりますが、柔軟性は制限されます。これは、最
初のポリシーを作成し、使用に慣れるのに最適な方法です。これらの機能の仕組みを理解し、ビジュア
ルエディタが提供するものによって制限され始めたら、JSON ポリシーテキストを自分で編集して、ポリ
シーに高度な機能を追加できます。ビジュアルエディタは、@@assign 値設定演算子 (p. 98)のみを使
用し、子制御演算子 (p. 98)へのアクセスは提供しません。子制御演算子は、JSON ポリシーテキストを
手動で編集した場合にのみ追加できます。

AWS Management Console

タグポリシーを作成するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. タグポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、ポリシー名と、オプションでポリシーの説明を入力し

ます。
4. (オプション) ポリシーオブジェクト自体には 1 つ以上のタグを追加できます。これらのタグはポ

リシーの一部ではありません。これを行うには、[Add tag] (タグの追加) を選択してから、キー
とオプションの値を入力します。値を空白のままにすると、空の文字列が設定され、null には
なりません。1 つのポリシーに最大 50 個のタグをアタッチできます。詳細については、「AWS 
Organizations リソースのタグ付け (p. 235)」を参照してください。

5. この手順で説明するように、ビジュアルエディタを使用してタグポリシーを構築できます。
[JSON] タブでタグポリシーを入力またはペーストすることもできます。タグポリシーの構文につ
いては、タグポリシー構文 (p. 229) を参照してください。

[New tag key 1] (新しいタグキー 1) で、追加するタグキーの名前を指定します。
6. [Tag key capitalization compliance] (タグキーの大文字と小文字のコンプライアンス) で、このオ

プションをオフ (デフォルト) のままにして、継承された親タグポリシーが存在する場合にタグ
キーの大文字と小文字の処理を定義するように指定します。

このポリシーを使用してタグキーの大文字と小文字を区別する場合は、このオプションを有効に
します。このオプションを選択すると、[タグキー] に指定した大文字と小文字は、継承された親
ポリシーで指定された大文字と小文字の処理より優先されます。
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親ポリシーが存在せず、このオプションを有効にしない場合、すべての小文字のタグキーは準拠
していると見なされます。親ポリシーからの継承の詳細については、「ポリシーの継承につい
て (p. 94)」を参照してください。

Tip

タグキーとその大文字小文字の処理を定義するタグポリシーを作成する際のガイドとし
て、「例 1: 組織全体のタグキーの大文字小文字取り扱いの定義 (p. 231)」に示すタグ
ポリシーの例を使用することを検討してください。組織のルートにアタッチします。後
で追加のタグポリシーを作成し、OU またはアカウントにアタッチして、追加のタグ付
けルールを作成できます。

7. [タグ値コンプライアンス] で、このタグキーに許可される値を親ポリシーから継承された値に追
加する場合は、このオプションを有効にします。

デフォルトでは、このオプションはオフになっています。つまり、親ポリシーで定義され、親ポ
リシーから継承された値だけが準拠していると見なされます。親ポリシーが存在しない場合、ま
たはタグ値を指定しない場合、すべての値 (値なしの場合を含む) が準拠していると見なされま
す。

受け入れ可能なタグ値のリストを更新するには、[Specify allowed values for this tag key] (このタ
グキーに許可される値を指定する) を選択し、[Specify values] (値を指定) を選択します。プロン
プトが表示されたら、新しい値を入力し (ボックスごとに 1 つの値)、[Save changes] (変更の保
存) を選択します。

8. [Prevent noncompliant operations for this tag] (このタグの非準拠操作を防止します) については、
タグポリシーの使用経験がない場合は、このオプションをオフ (デフォルト) のままにしておくこ
とをお勧めします。「強制について (p. 218)」の推奨事項を確認し、完全なテストを実施してく
ださい。そうしないと、組織のアカウントのユーザーが必要なリソースにタグ付けできなくなる
可能性があります。

このタグキーへの準拠を強制する場合は、チェックボックスをオンにしてから [Specify resource 
types] (リソースタイプを指定) を選択します。プロンプトが表示されたら、ポリシーに含めるリ
ソースタイプを選択します。次に、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

Important

このオプションを選択すると、指定したタイプのリソースのタグを操作するオペレー
ションは、そのオペレーションの結果としてポリシーに準拠するタグが得られた場合に
のみ成功します。

9. (オプション) このタグポリシーに別のタグキーを追加するには、[Add tag key] を選択します。次
に、ステップ 6～9 を実行してタグキーを定義します。

10. タグポリシーの構築が完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

タグポリシーを作成するには

次のいずれかを使用して、タグポリシーを作成できます。

• AWS CLI: create-policy

タグポリシーの作成には任意のテキストエディタを使用できます。JSON 構文を使用し、タグポリ
シーを任意の名前と拡張子を持つファイルとして任意の場所に保存します。タグポリシーには、ス
ペースを含めて最大 2,500 文字を使用できます。タグポリシーの構文については、タグポリシー構
文 (p. 229) を参照してください。
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タグポリシーを作成するには

1. 以下のようなタグポリシーのテキストファイルを作成します。

testpolicy.json の内容:

{ 
    "tags": { 
        "CostCenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            } 
        } 
    }
}

このタグポリシーは、CostCenter タグキーを定義します。タグは任意の値を受け入れること
ができますが、値を受け入れなくても構いません。このようなポリシーでは、値の有無にかか
わらず CostCenter タグの付いているリソースを準拠しているとみなします。

2. ファイルにあるポリシーの内容を含むポリシーを作成します。出力が読みやすくなるように、
余分な余白は切り詰められています。

$ aws organizations create-policy \ 
    --name "MyTestTagPolicy" \ 
    --description "My Test policy" \ 
    --content file://testpolicy.json \ 
    --type TAG_POLICY
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-a1b2c3d4e5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-a1b2c3d4e5", 
            "Name": "MyTestTagPolicy", 
            "Description": "My Test policy", 
            "Type": "TAG_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":
\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}\n\n" 
    }
}

• AWS SDK: CreatePolicy

次のステップ

タグポリシーを作成したら、タグ付けルールを有効にできます。これを行うには、組織ルート、組織単位 
(OU)、組織の AWS アカウント、またはこれらすべてにポリシーをアタッチ (p. 213)します。

タグポリシーの更新
最小アクセス許可

タグポリシーを更新するには、次のアクションを実行する権限が必要です。

• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:UpdatePolicy。
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• 指定されたポリシー (または "*") の ARN を含む同じポリシーステートメントの Resource 要素
を持つ organizations:DescribePolicy。

AWS Management Console

タグポリシーを更新するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Tag policies] (タグポリシー) ページで、更新するタグポリシーを選択します。
3. [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
4. 新しいポリシー名とポリシーの説明を入力できます。ポリシーの内容を変更するには、ビジュア

ルエディタを使用するか、JSON を編集します。
5. タグポリシーの更新が完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

ポリシーを更新するには

次のいずれかを使用して、ポリシーを更新できます。

• AWS CLI: update-policy

次の例では、タグポリシーの名前を変更します。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --name "Renamed tag policy"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed tag policy", 
            "Type": "TAG_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
        "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":
\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}\n\n" 
    }
}

次の例では、タグポリシーの説明を追加または変更します。

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --description "My new tag policy description"
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed tag policy", 
            "Description": "My new tag policy description", 
            "Type": "TAG_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
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        }, 
       "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":
\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}\n\n" 
    }
}

次の例では、AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされた JSON ポリシードキュメントを
変更しています。この例では、次のようなテキストを含む policy.json というファイルから、内
容が取得されています。

{ 
  "tags": { 
    "Stage": { 
      "tag_key": { 
        "@@assign": "Stage" 
      }, 
      "tag_value": { 
        "@@assign": [ 
          "Production", 
          "Test" 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

$ aws organizations update-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5 \ 
    --content file://policy.json
{ 
    "Policy": { 
        "PolicySummary": { 
            "Id": "p-i9j8k7l6m5", 
            "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5", 
            "Name": "Renamed tag policy", 
            "Description": "My new tag policy description", 
            "Type": "TAG_POLICY", 
            "AwsManaged": false 
        }, 
         "Content": "{\"tags\":{\"Stage\":{\"tag_key\":{\"@@assign\":\"Stage\"},
\"tag_value\":{\"@@assign\":[\"Production\",\"Test\"]},\"enforced_for\":{\"@@assign
\":[\"ec2:instance\"]}}}}"
}

• AWS SDK: UpdatePolicy

タグポリシーにアタッチされたタグを編集する

組織の管理アカウントにサインインすると、タグポリシーにアタッチされたタグを追加または削除できま
す。そのためには、以下の手順を完了します。

最小アクセス許可

AWS 組織のタグポリシーにアタッチされたタグを編集するには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:DescribeOrganization (コンソールのみ - ポリシーに移動するために使
用)

• organizations:DescribePolicy (コンソールのみ - ポリシーに移動するために使用)
• organizations:TagResource
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• organizations:UntagResource

AWS Management Console

AI サービスのオプトアウトポリシーにアタッチされたタグを編集するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Tag policies] (タグポリシー) ページで、タグを編集するポリシーの名前を選択します。
3. 選択したポリシーの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブ、[Manage tags] (タグ管理) の順に選択しま

す。
4. このページでは次のアクションを実行できます。

• 古い値に上書きして新しい値を入力し、任意のタグの値を編集します。キーは変更できませ
ん。キーを変更するには、古いキーを持つタグを削除し、新しいキーを持つタグを追加する必
要があります。

• [Remove] (削除) を選択すると、既存のタグが削除されます。
• 新しいタグのキーと値のペアを追加します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、表示されたボッ

クスに新しいキー名とオプションの値を入力します。[Value] (値) ボックスを空白のままにする
と、値は空の文字列に設定され、null にはなりません。

5. 必要な追加、削除、編集をすべて終えたら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

タグポリシーにアタッチされたタグを編集するには

次のいずれかのコマンドを使用して、タグポリシーにアタッチされたタグを編集できます。

• AWS CLI: tag-resource および untag-resource
• AWS SDK: TagResource および UntagResource

タグポリシーの削除

組織の管理アカウントにサインインすると、組織に不要になったポリシーを削除できます。

ポリシーを削除するには、まずそのポリシーをすべての添付エンティティからデタッチする必要がありま
す。

最小アクセス許可

タグポリシーを削除するには、次のアクションを実行する権限が必要です。

• organizations:DeletePolicy

AWS Management Console

タグポリシーを削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2.
3. [Tag policies] (タグポリシー) ページで、削除するタグポリシーを選択します。
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4. 削除するポリシーは、まず、すべてのルート、OU、アカウントからデタッチする必要があり
ます。[Targets] (ターゲット) タブで、[Targets] (ターゲット) リストに表示されている各ルー
ト、OU、またはアカウントの横にあるラジオボタンをクリックしてから、[Detach] (デタッチ) を
選択します。確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。

5. ページの上部で、[Delete] (削除) を選択します。
6. 確認ダイアログボックスで、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

タグポリシーを削除するには

次のいずれかを使用して、ポリシーを削除できます。

• AWS CLI: delete-policy

次の例では、特定のポリシーを削除しています。このコマンドは、ポリシーがルート、OU、アカウ
ントにアタッチされていない場合にのみ機能します。

$ aws organizations delete-policy \ 
    --policy-id p-i9j8k7l6m5

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS SDK: DeletePolicy

タグポリシーをアタッチおよびデタッチする
タグポリシーは、組織全体、組織単位 (OU)、個々のアカウントで使用できます。

• タグポリシーを組織ルートにアタッチすると、タグポリシーはルートのすべてのメンバー OU とアカウ
ントに適用されます。

• OU にタグポリシーをアタッチすると、そのタグポリシーは OU に属するアカウントに適用されます。
これらのアカウントには、組織ルートにアタッチされたタグポリシーも適用されます。

• タグポリシーをアカウントにアタッチすると、そのタグポリシーがアカウントに適用されます。さら
に、そのアカウントには、組織ルートにアタッチされたタグポリシーと、そのアカウントが属する OU 
にアタッチされたタグポリシーが適用されます。

アカウントが継承する任意のタグポリシーと、アカウントに直接アタッチされたタグポリシーの集約
が、有効なタグポリシー (p. 216)になります。詳細については、「ポリシーの継承について (p. 94)」
を参照してください。

Important

タグ付けされていないリソースは、結果で非準拠と表示されません。

最小アクセス許可

タグポリシーをアタッチするには、次のアクションを実行する権限が必要です。

• organizations:AttachPolicy

AWS Management Console

タグポリシーをアタッチするには、ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントに移動し
ます。

213

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/delete-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DeletePolicy.html


AWS Organizations ユーザーガイド
使用開始方法

ルート、OU、またはアカウントに移動してタグポリシーをアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントを見つけ、
名前を選択します。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 
(  を選択) する必要があります。

3. [Policies] (ポリシー) タブの [Tag policies] (タグポリシー) で、[Attach] (アタッチ) を選択します。
4. 目的のポリシーを見つけて [Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

[Policies] (ポリシー) タブで、アタッチされているタグポリシーのリストが更新され、新たに追加
したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。

ポリシーに移動してタグポリシーをアタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. タグポリシーページで、アタッチするポリシーの名前を選択します。
3. [Targets] (ターゲット) タブで [Attach] (アタッチ) を選択します。
4. ポリシーをアタッチするルート、OU、またはアカウントの横にあるラジオボタンをクリックしま

す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。

5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

[Targets] (ターゲット) タブで、アタッチされているタグポリシーのリストが更新され、新たに追
加したものが表示されます。ポリシーの変更はすぐに反映されます。

AWS CLI & AWS SDKs

タグポリシーを組織ルート、OU、またはアカウントにアタッチするには

タグポリシーをアタッチするには、次のいずれかを使用します。

• AWS CLI: attach-policy

次の手順は、作成したタグポリシーを単一のテストアカウントにアタッチする方法を示していま
す。

• 次のようなコマンドを実行して、テストアカウントにタグポリシーをアタッチします。

$ aws organizations attach-policy \ 
    --target-id <account-id> \ 
    --policy-id p-a1b2c3d4e5

このコマンドが成功した場合、出力はありません。
• AWS SDK: AttachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

次のステップ
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タグポリシーをアタッチすると、リソースがそのタグポリシーにどの程度準拠しているかを確認できま
す。これを行うには、Resource Groups コンソールを使用します。詳細についてはAWS Resource Groups 
ユーザーガイドの「アカウントのコンプライアンスを評価する」を参照してください。

タグポリシーのデタッチ

組織の管理アカウントにサインインすると、アタッチされている組織ルート、OU、またはアカウントから
タグポリシーをデタッチすることができます。エンティティからタグポリシーをデタッチすると、そのポ
リシーは、現在デタッチされたエンティティによって影響を受けたすべてのアカウントに適用されなくな
ります。ポリシーをデタッチするには、次のステップを実行します。

最小アクセス許可

組織ルート、OU、またはアカウントからタグポリシーをデタッチするには、以下のアクションを
実行する権限が必要です。

• organizations:DetachPolicy

AWS Management Console

タグポリシーをデタッチするには、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントに移動し
ます。

タグポリシーがアタッチされているルート、OU、またはアカウントに移動してデタッチする
には

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントに移動しま
す。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開 (  を選択) する
必要があります。ルート、OU、またはアカウントの名前を選択します。

3. [Policies] (ポリシー) タブで、デタッチするタグポリシーの横にあるラジオボタンをクリックし、
[Detach] (デタッチ) を選択します。

4. 確認ダイアログボックスで、[Detach policy] (ポリシーのデタッチ) を選択します。

アタッチされているタグポリシーのリストが更新されます。ポリシーの変更はすぐに反映されま
す。

ポリシーに移動してタグポリシーをデタッチするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. タグポリシーページで、ルート、OU、またはアカウントからデタッチするポリシーの名前を選択
します。

3. [Targets] (ターゲット) タブで、ポリシーをデタッチするルート、OU、またはアカウントの横に
あるラジオボタンをクリックします。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示する
ため、OU を展開 (  を選択) する必要があります。

4. [Detach] (デタッチ) を選択します。
5. 確認ダイアログボックスで、[Detach] (デタッチ) を選択します。

アタッチされているタグポリシーのリストが更新されます。ポリシーの変更はすぐに反映されま
す。
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AWS CLI & AWS SDKs

組織ルート、OU、またはアカウントからタグポリシーをデタッチするには

タグポリシーをデタッチするには、次のいずれかを使用します。

• AWS CLI: detach-policy
• AWS SDK: DetachPolicy

ポリシーの変更はすぐに反映されます。

有効なタグポリシーの表示
アカウント内のタグ付きリソースのコンプライアンス状態の確認を開始する前に、まずアカウントの有効
なタグポリシーを特定しておくと便利です。

有効なタグポリシーとは
有効なタグポリシーは、アカウントに適用されるタグ付けルールを指定するものです。これは、アカウン
トが継承するすべてのタグポリシーと、アカウントに直接アタッチされたタグポリシーの集約です。タグ
ポリシーを組織ルートにアタッチすると、組織内のすべてのアカウントに適用されます。OU にタグポリ
シーをアタッチすると、OU に属するすべてのアカウントと OU に適用されます。

例えば、組織ルートにアタッチされたタグポリシーで、4 つの準拠値を持つ CostCenter タグを定義する
とします。この場合、アカウントにアタッチされた別のタグポリシーで、 CostCenter キーを 4 つの準
拠値のうち 2 つだけに制限できます。これらのタグポリシーを組み合わせることにより、有効なタグポリ
シーが構成されます。その結果、組織ルートのタグポリシーで定義されている 4 つの準拠タグ値のうち 2 
つだけがアカウントで準拠することになります。

有効なタグポリシーの生成方法の詳細と詳しい例については、「ポリシーの継承について (p. 94)」を参
照してください 。

有効なタグポリシーの表示方法
アカウントの有効なタグポリシーは、AWS Management Console、AWS API 、または AWS Command 
Line Interface から表示できます。

最小アクセス許可

アカウントの有効なタグポリシーを表示するには、以下のアクションを実行する権限が必要で
す。

• organizations:DescribeEffectivePolicy
• organizations:DescribeOrganization

AWS Management Console

アカウントの有効なポリシーを表示するには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. AWS アカウント ページで、有効なタグポリシーを表示するアカウントの名前を選択します。場
合によっては、目的のアカウントを見つけるには OU を展開 (  を選択) する必要があります。
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3. [Policies] (ポリシー) タブの [Tag policies] (タグポリシー) セクションで、[View the effective tag 
policy for this AWS アカウント] (この AWS アカウント の有効なタグポリシーを表示する) を選択
します。

指定したアカウントに適用されている有効なポリシーがコンソールに表示されます。
Note

有効なポリシーをコピーして貼り付けて、大きな変更を加えずに別のタグポリシーの 
JSON として使用することはできません。タグポリシードキュメントには、各設定を最
終的な有効なポリシーにマージする方法を指定する 継承演算子 (p. 98) を含める必要
があります。

AWS CLI & AWS SDKs

アカウントの有効なポリシーを表示するには

次のいずれかの方法を使用して、有効なタグポリシーを表示できます。

• AWS CLI: describe-effective-policy

アカウントによって継承された、またはアカウントにアタッチされているタグ付けルールを決定す
るには、アカウントから次のコマンドを実行し、結果をファイルに保存します。

$ aws organizations describe-effective-policy \ 
    --policy-type TAG_POLICY
{ 
    "EffectivePolicy": { 
        "PolicyContent": "{\"tags\":{\"costcenter\":{\"tag_value\":[\"*\"],\"tag_key
\":\"CostCenter\"}}}", 
        "LastUpdatedTimestamp": "2020-06-09T08:34:25.103000-07:00", 
        "TargetId": "123456789012", 
        "PolicyType": "TAG_POLICY" 
    }
}

タグポリシーがアカウントとルート、またはすべての OU にアタッチされている場合、アカウント
の有効なタグポリシーは継承されたすべてのポリシーの組み合わせによって定義されます。このよ
うな場合、アカウントから describe-effective-policy を実行すると、アカウントの階層内の
すべてのタグポリシーのマージされた内容が返されます。

• AWS SDK: DescribeEffectivePolicy

CloudWatch Events を使用した非準拠タグのモニタリ
ング
CloudWatch Events を使用すると、非準拠タグが導入された場合にモニタリングできます。次のイベント
例では、"false" の tag-policy-compliant 値が、新しいタグが有効なタグポリシーに準拠していな
いことを示します。

{ 
  "detail-type": "Tag Change on Resource", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0000000aaaaaaaaaa" 
  ], 
  "detail": { 
    "changed-tag-keys": [ 
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      "a-new-key" 
    ], 
    "service": "ec2", 
    "resource-type": "instance", 
    "version": 3, 
    "tag-policy-compliant": "false", 
    "tags": { 
      "a-new-key": "tag-value-on-new-key-just-added" 
    } 
  }
}

イベントにサブスクライブし、監視する文字列またはパターンを指定できます。CloudWatch Eventsの詳
細については、「Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド」を参照してください。

強制について
タグポリシーは、指定したリソースタイプで非準拠のタグ付けオペレーションを強制するように指定でき
ます。つまり、指定されたリソースタイプで非準拠のタグ付けリクエストは完了できません。

Important

強制は、タグなしで作成されたリソースには影響しません。

タグポリシーへのコンプライアンスを強制するには、タグポリシーを作成 (p. 206)するときに、次のいず
れかの操作を行います。

• [Visual editor (ビジュアルエディタ)] タブで、[Prevent noncompliant operations for this tag (このタグに
対する非準拠のオペレーションを禁止する) (p. 208)] を選択します。

• [JSON] タブで、enforced_for フィールドを使用します。タグポリシーの構文については、「タグポ
リシーの構文と例 (p. 229)」を参照してください。

タグポリシーへの準拠を強制するには、次のベストプラクティスに従います。

• コンプライアンスの強制には注意が必要です － タグポリシーを使用した場合の影響を理解し、「タグポ
リシーの開始方法 (p. 203)」で説明されている推奨ワークフローに従ってください。テストアカウント
で強制の仕組みをテストしてから、他のアカウントに展開します。そうしないと、組織のアカウントの
ユーザーが必要なリソースにタグ付けできなくなる可能性があります。

• 強制できるリソースタイプに注意する － サポートされているリソースタイプ (p. 219)に対してのみ、
タグポリシーへの準拠を強制できます。コンプライアンスの強制をサポートするリソースタイプは、ビ
ジュアルエディタを使用してタグポリシーを構築するときに一覧表示されます。

• 一部のサービスとの相互作用を理解する － 一部の AWS のサービスには、リソースを自動的に作成す
るコンテナのようなリソースのグループがあり、タグは 1 つのサービス内のリソースから別のサービス
に伝播します。例えば、Amazon EC2 Auto Scaling グループと Amazon EMR クラスターのタグは、そ
れら含む Amazon EC2 インスタンスに自動的に伝播します。Auto Scaling グループまたは EMR クラス
ターよりも厳しい Amazon EC2 のタグポリシーがある場合があります。強制を有効にすると、タグポリ
シーによってリソースにタグ付けできなくなり、動的なスケーリングおよびプロビジョニングがブロッ
クされる可能性があります。

次のセクションでは、非準拠のリソースを見つけ、準拠するものに修正する方法を説明します。

アカウントの非準拠リソースの検索
各アカウントについて、非準拠のリソースに関する情報を取得できます。このコマンドは、アカウントに
リソースがあるすべてのリージョンから実行する必要があります。

有効なポリシーを使用するアカウントの非準拠のリソースを見つけるには、アカウントにサインインした
ときに次のコマンドを実行し、結果をファイルに保存します。
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$ aws resourcegroupstaggingapi get-resources  --region us-east-1 \ 
    --include-compliance-details \ 
    --exclude-compliant-resources > outputfile.txt 

リソース内の非準拠タグの修正
非準拠タグを見つけたら、以下のいずれかの方法を使用して修正します。非準拠タグの付いたリソースが
あるアカウントにサインインする必要があります。

• 非準拠リソースを作成した AWS のサービスのコンソールまたは API オペレーションを使用します。
• AWS Resource Groups TagResources および UntagResources オペレーションを使用して、有効なポリ

シーに準拠しているタグを追加するか、非準拠のタグを削除します。

その他の非準拠問題の検出と修正
コンプライアンスの問題を見つけて修正することは、反復的なプロセスです。関心のあるリソースがタグ
ポリシーに準拠するまで、前の 2 つのセクションのステップを繰り返します。

組織全体のコンプライアンスレポートの生成
組織の AWS アカウント 内のタグ付きリソースをすべて一覧表示するレポートは、いつでも生成できま
す。レポートには、各リソースが有効なタグポリシーに準拠しているかどうかが表示されます。タグポリ
シーまたはリソースに加えた変更が組織全体のコンプライアンスレポートに反映されるまで、最大で 48 
時間かかる可能性があります。例えば、リソースタイプに対して新しい標準化されたタグを定義するタグ
ポリシーがあるとします。レポートでは、このタイプでこのタグを持たないリソースが最大 48 時間にわ
たって準拠していると表示されます。

us-east-1 リージョンの組織の管理アカウントが Amazon S3 バケットにアクセスできる場合、このアカ
ウントからレポートを生成できます。「Amazon S3 Bucket Policy for Storing Report」に示されているよう
に、バケットにはバケットポリシーがアタッチされている必要があります。レポートを生成するには、次
のコマンドを実行します。

$ aws resourcegroupstaggingapi get-compliance-summary --region us-east-1
{ 
    "SummaryList": [ 
        { 
            "LastUpdated": "2020-06-09T18:40:46Z", 
            "NonCompliantResources": 0 
        } 
    ]
}

一度に生成できるレポートは 1 つです。

このレポートは完了までに時間がかかる場合があります。ステータスを確認するには、次のコマンドを実
行します。

$ aws resourcegroupstaggingapi describe-report-creation --region us-east-1
{ 
    "Status": "SUCCEEDED"
}

上記のコマンドが SUCCEEDED を返したら、Amazon S3 バケットのレポートを開くことができます。

強制をサポートするサービスとリソースタイプ
タグポリシーへのコンプライアンスをサポートするサービスとリソースタイプは以下のとおりです。
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon API Gateway • API キー
• ドメイン名
• REST API オペレー

ション
• ステージ

• "apigateway:apikeys"
• "apigateway:domainnames"
• "apigateway:restapis"
• "apigateway:stages"

AWS Amplify • コンポーネント
• テーマ

• "amplifyuibuilder:component"
• "amplifyuibuilder:theme"

AWS AppConfig • アプリケーション
• 設定プロファイル
• デプロイ
• デプロイ戦略
• 環境

• "appconfig:application"
• "appconfig:configurationprofile"
• "appconfig:deployment"
• "appconfig:deploymentstrategy"
• "appconfig:environment"

AWS App Mesh • すべて
• [Mesh] (メッシュ)
• ルーター
• 仮想ノード
• 仮想ルーター
• 仮想サービス

• "appmesh:*"
• "appmesh:mesh"
• "appmesh:route"
• "appmesh:virtualNode"
• "appmesh:virtualRouter"
• "appmesh:virtualService"

Amazon Athena • すべて
• Workgroup

• "athena:*"
• "athena:workgroup"

AWS Audit Manager • 評価
• 評価コントロール

セット
• 評価フレームワーク
• コントロール

• "auditmanager:assessment"
• "auditmanager:assessmentControlSet"
• "auditmanager:assessmentFramework"
• "auditmanager:control"

AWS Backup • すべて
• バックアッププラン
• ボールト
• ゲートウェイ
• ハイパーバイザー
• VM

• "backup:*"
• "backup:backupPlan"
• "backup:backupVault"
• "backup-gateway:gateway"
• "backup-gateway:hypervisor"
• "backup-gateway:vm"

AWS Batch • Job
• ジョブ定義
• ジョブキュー

• "batch:job"
• "batch:job-definition"
• "batch:job-queue"

AWS BugBust • イベント • "bugbust:event"

AWS Certificate 
Manager

• すべて
• 証明書
• Private Certificate 

Authority

• "acm:*"
• "acm:certificate"
• "acm-pca:certificate-authority"

Amazon CloudFront • すべて • "cloudfront:*"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文
• ディストリビュー

ション
• ストリーミング配信

• "cloudfront:distribution"
• "cloudfront:streaming-distribution"

AWS CloudTrail • すべて
• 追跡

• "cloudtrail:*"
• "cloudtrail:trail"

Amazon CloudWatch • すべて
• アラーム

• "cloudwatch:*"
• "cloudwatch:alarm"

Amazon CloudWatch 
Events

• すべて
• イベントバス
• ルール

• "events:*"
• "events:event-bus"
• "events:rule"

Amazon CloudWatch 
Logs

• ロググループ • "logs:log-group"

AWS CodeBuild • すべて
• プロジェクト

• "codebuild:*"
• "codebuild:project"

AWS CodeCommit • すべて
• リポジトリ

• "codecommit:*"
• "codecommit:repository"

AWS CodePipeline • すべて
• アクションタイプ
• パイプライン
• Webhook

• "codepipeline:*"
• "codepipeline:actiontype"
• "codepipeline:pipeline"
• "codepipeline:webhook"

Amazon Cognito ID • すべて
• ID プール

• "cognito-identity:*"
• "cognito-identity:identitypool"

Amazon Cognito ユー
ザープール

• すべて
• ユーザープール

• "cognito-idp:*"
• "cognito-idp:userpool"

Amazon Comprehend • すべて
• ドキュメント分類子
• エンティティ認識機

能

• "comprehend:*"
• "comprehend:document-classifier"
• "comprehend:entity-recognizer"

AWS Config • すべて
• 集計の承認
• Config アグリゲータ
• Config ルール

• "config:*"
• "config:aggregation-authorization"
• "config:config-aggregator"
• "config:config-rule"

CHMlong • アプリケーションイ
ンスタンス

• ユーザーアプリケー
ションインスタンス

• チャンネル

• "chime:app-instance"
• "chime:app-instance-user"
• "chime:channel"

AWS Cloud9 • 環境 • "cloud9:environment"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon CodeGuru 
Reviewer

• 関連付け • "codeguru-reviewer:association"

AWS CodeStar 接続 • Connection
• ホスト

• "codestar-connections:connection"
• "codestar-connections:host"

Amazon Connect • 問い合わせフロー
• 統合アソシエーショ

ン
• キュー
• クイック接続
• ルーティングプロ

ファイル
• ユーザー

• "connect:contact-flow"
• "connect:integration-association"
• "connect:queue"
• "connect:quick-connect"
• "connect:routing-profile"
• "connect:user"

Amazon Connect 
Wisdom

• Assistant
• 関連付け
• コンテンツ
• ナレッジ
• セッション

• "wisdom:assistant"
• "wisdom:association"
• "wisdom:content"
• "wisdom:knowledge"
• "wisdom:session"

AWS Database 
Migration Service

• すべて
• エンドポイント
• ES
• Rep
• Subgrp
• タスク

• "dms:*"
• "dms:endpoint"
• "dms:es"
• "dms:rep"
• "dms:subgrp"
• "dms:task"

Amazon Data Lifecycle 
Manager

• ポリシー • "dlm:policy"

AWS Direct Connect • すべて
• Dxcon
• Dxlag
• Dxvif

• "directconnect:*"
• "directconnect:dxcon"
• "directconnect:dxlag"
• "directconnect:dxvif"

Amazon DynamoDB • すべて
• テーブル

• "dynamodb:*"
• "dynamodb:table"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon EC2 • キャパシティーの予
約

• クライアント VPN エ
ンドポイント

• カスタマーゲート
ウェイ

• DHCP オプション
• Elastic IP
• フリート
• FPGA イメージ
• ホスト予約
• [Image] (イメージ)
• インスタンス
• インターネットゲー

トウェイ
• 起動テンプレート
• NAT ゲートウェイ
• ネットワーク ACL
• ネットワークイン

ターフェイス
• リザーブドインスタ

ンス
• ルートテーブル
• セキュリティグルー

プ
• スナップショット
• スポットインスタン

スリクエスト
• サブネット
• Traffic mirror フィル

ター
• Traffic mirror セッショ

ン
• Traffic mirror ターゲッ

ト
• ボリューム
• VPC
• VPC エンドポイント
• VPC エンドポイント

サービス
• VPC ピア接続
• VPN 接続
• VPN ゲートウェイ

• "ec2:capacity-reservation"
• "ec2:client-vpn-endpoint"
• "ec2:customer-gateway"
• "ec2:dhcp-options"
• "ec2:elastic-ip"
• "ec2:fleet"
• "ec2:fpga-image"
• "ec2:host-reservation"
• "ec2:image"
• "ec2:instance"
• "ec2:internet-gateway"
• "ec2:launch-template"
• "ec2:natgateway"
• "ec2:network-acl"
• "ec2:network-interface"
• "ec2:reserved-instances"
• "ec2:route-table"
• "ec2:security-group"
• "ec2:snapshot"
• "ec2:spot-instance-request"
• "ec2:subnet"
• "ec2:traffic-mirror-filter"
• "ec2:traffic-mirror-session"
• "ec2:traffic-mirror-target"
• "ec2:volume"
• "ec2:vpc"
• "ec2:vpc-endpoint"
• "ec2:vpc-endpoint-service"
• "ec2:vpc-peering-connection"
• "ec2:vpn-connection"
• "ec2:vpn-gateway"

Amazon EC2 のごみ箱 • ルール • "rbin:rule"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon Elastic 
Container Registry

• リポジトリ • "ecr:repository"

AWS Elastic Beanstalk • アプリケーション
• アプリケーション

バージョン
• 設定テンプレート
• プラットフォーム

• "elasticbeanstalk:application"
• "elasticbeanstalk:applicationversion"
• "elasticbeanstalk:configurationtemplate"
• "elasticbeanstalk:platform"

Amazon Elastic 
Container Service

• クラスター
• サービス
• タスクセット

• "ecs:cluster"
• "ecs:service"
• "ecs:task-set"

Amazon Elastic File 
System

• すべて
• ファイルシステム

• "elasticfilesystem:*"
• "elasticfilesystem:file-system"

Amazon Elastic 
Inference

• アクセラレーター • "elastic-inference:accelerator"

Amazon Elastic 
Kubernetes Service

• クラスター • "eks:cluster"

Amazon Elastic Search • ドメイン • "es:domain"

Amazon EMR • すべて
• クラスター
• [Editor] (エディタ)

• "elasticmapreduce:*"
• "elasticmapreduce:cluster"
• "elasticmapreduce:editor"

Amazon ElastiCache • クラスター • "elasticache:cluster"

Amazon Fraud Detector • ディテクター
• ディテクターバー

ジョン
• [Model] (モデル)
• ルール
• 変数

• "frauddetector:detector"
• "frauddetector:detector-version"
• "frauddetector:model"
• "frauddetector:rule"
• "frauddetector:variable"

Amazon Global 
Accelerator

• アクセラレーター • "globalaccelerator:accelerator"

Elastic Load Balancing • すべて
• ロードバランサー
• ターゲットグループ

• "elasticloadbalancing:*"
• "elasticloadbalancing:loadbalancer"
• "elasticloadbalancing:targetgroup"

Amazon FSx • すべて
• バックアップ
• ファイルシステム

• "fsx:*"
• "fsx:backup"
• "fsx:file-system"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon GuardDuty • ディテクター
• フィルター
• IP セット
• 脅威インテリジェン

スセット

• "guardduty:detector"
• "guardduty:filter"
• "guardduty:ipset"
• "guardduty:threatintelset"

Amazon HealthLake • データストア • "healthlake:datastore"

Amazon Inspector • フィルター • "inspector2:filter"

AWS Identity and 
Access Management

• インスタンスプロ
ファイル

• MFA
• OIDC プロバイダー
• ポリシー
• SAML プロバイダー
• サーバー証明書

• "iam:instance-profile"
• "iam:mfa"
• "iam:oidc-provider"
• "iam:policy"
• "iam:saml-provider"
• "iam:server-certificate"

AWS IoT Analytics • すべて
• チャンネル
• データセット
• データストア
• パイプライン

• "iotanalytics:*"
• "iotanalytics:channel"
• "iotanalytics:dataset"
• "iotanalytics:datastore"
• "iotanalytics:pipeline"

AWS IoT Events • すべて
• 検出器モデル
• 入力

• "iotevents:*"
• "iotevents:detectorModel"
• "iotevents:input"

AWS IoT Fleet Hub • アプリケーション • "iotfleethub:application"

AWS IoT SiteWise • アセット
• アセットモデル

• "iotsitewise:asset"
• "iotsitewise:asset-model"

AWS IoT Greengrass • 一括デプロイ
• コネクタの定義
• コア定義
• デバイスの定義
• 関数の定義
• ロガー定義
• リソースの定義
• サブスクリプション

の定義

• "greengrass:bulkDeployment"
• "greengrass:connectorDefinition"
• "greengrass:coreDefinition"
• "greengrass:deviceDefinition"
• "greengrass:functionDefinition"
• "greengrass:loggerDefinition"
• "greengrass:resourceDefinition"
• "greengrass:subscriptionDefinition"

AWS Key Management 
Service

• すべて
• キー

• "kms:*"
• "kms:key"

Amazon Kinesis • すべて
• アプリケーション

• "kinesisanalytics:*"
• "kinesisanalytics:application"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon Kinesis Data 
Firehose

• すべて
• 配信ストリーム

• "firehose:*"
• "firehose:deliverystream"

AWS Lambda • すべて
• 関数

• "lambda:*"
• "lambda:function"

Amazon Macie • カスタムデータ識別
子

• "macie2:custom-data-identifier"

Amazon MediaStore • コンテナ • "mediastore:container"

Amazon MQ • ブローカー
• 構成

• "mq:broker"
• "mq:configuration"

Amazon Network 
Firewall

• ファイアウォール
• ファイアウォールポ

リシー
• ステートフルルール

グループ
• ステートレスルール

グループ

• "network-firewall:firewall"
• "network-firewall:firewall-policy"
• "network-firewall:stateful-
rulegroup"

• "network-firewall:stateless-
rulegroup"

AWS Organizations • アカウント
• 部門名
• ポリシー
• ルート

• "organizations:account"
• "organizations:ou"
• "organizations:policy"
• "organizations:root"

Amazon RDS • クラスターパラメー
タグループ

• クラスターエンドポ
イント

• イベントサブスクリ
プション

• DB オプショングルー
プ

• DB パラメータグルー
プ

• DB プロキシ
• RDS プロキシエンド

ポイント
• リザーブド DB インス

タンス
• DB セキュリティグ

ループ
• DB サブネットグルー

プ
• ターゲットグループ

• "rds:cluster-pg"
• "rds:cluster-endpoint"
• "rds:es"
• "rds:og"
• "rds:pg"
• "rds:db-proxy"
• "rds:db-proxy-endpoint"
• "rds:ri"
• "rds:secgrp"
• "rds:subgrp"
• "rds:target-group"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon Redshift • すべて
• クラスター
• DB グループ
• DB name
• DB ユーザー
• イベントサブスクリ

プション
• HSM クライアント証

明書
• HSM の設定
• パラメータグループ
• スナップショット
• スナップショットコ

ピー権限
• スナップショットス

ケジュール
• サブネットグループ

• "redshift:*"
• "redshift:cluster"
• "redshift:dbgroup"
• "redshift:dbname"
• "redshift:dbuser"
• "redshift:eventsubscription"
• "redshift:hsmclientcertificate"
• "redshift:hsmconfiguration"
• "redshift:parametergroup"
• "redshift:snapshot"
• "redshift:snapshotcopygrant"
• "redshift:snapshotschedule"
• "redshift:subnetgroup"

AWS Resource Access 
Manager

• すべて
• リソースの共有

• "ram:*"
• "ram:resource-share"

AWS Resource Groups • すべて
• [Group] (グループ)

• "resource-groups:*"
• "resource-groups:group"

Amazon Route 53 • ホストゾーン • "route53:hostedzone"

Amazon Route 53 
Resolver

• すべて
• リゾルバーエンドポ

イント
• リゾルバールール

• "route53resolver:*"
• "route53resolver:resolver-endpoint"
• "route53resolver:resolver-rule"

Amazon S3 • バケット • "s3:bucket"

Amazon SageMaker • アプリケーションイ
メージ構成

• アーティファクト
• Context
• トレーニングジョブ
• ジョブの処理中
• パッケージグループ

のモデル
• ヒューマンタスク UI
• モデルパッケージ
• アクション
• パイプライン
• 実験
• フロー定義
• プロジェクト

• "sagemaker:app-image-config"
• "sagemaker:artifact"
• "sagemaker:context"
• "sagemaker:training-job"
• "sagemaker:processing-job "
• "sagemaker:model-package-group"
• "sagemaker:human-task-ui"
• "sagemaker:model-package"
• "sagemaker:action"
• "sagemaker:pipeline"
• "sagemaker:experiment"
• "sagemaker:flow-definition"
• "sagemaker:project"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

AWS Secrets Manager • すべて
• シークレット

• "secretsmanager:*"
• "secretsmanager:secret"

AWS Service Catalog • アプリケーション
• 属性グループ
• ポートフォリオ
• 製品

• "servicecatalog:application"
• "servicecatalog:attributeGroup"
• "servicecatalog:portfolio"
• "servicecatalog:product"

Amazon Simple 
Notification Service 
(SNS)

• トピック • "sns:topic"

Amazon Simple Queue 
Service (SQS)

• キュー • "sqs:queue"

Amazon ステートメント
言語

• すべて
• アクティビティ
• [State Machine] (ス

テートマシン)

• "states:*"
• "states:activity"
• "states:stateMachine"

AWS Step Functions • アクティビティ • "states:activity"

AWS Storage Gateway • すべて
• ゲートウェイ
• 共有
• テープ
• ボリューム

• "storagegateway:*"
• "storagegateway:gateway"
• "storagegateway:share"
• "storagegateway:tape"
• "storagegateway:volume"

AWS Systems Manager • 自動化の実行
• Document
• メンテナンスウィン

ドウタスク
• マネージドインスタ

ンス
• Ops item
• パッチベースライン
• セッション
• 問い合わせ

• "ssm:automation-execution"
• "ssm:document"
• "ssm:maintenancewindowtask"
• "ssm:managed-instance"
• "ssm:opsitem"
• "ssm:patchbaseline"
• "ssm:session"
• "ssm-contacts:contact"

AWS Transfer Family • サーバー
• ユーザー
• ワークフロー

• "transfer:server"
• "transfer:user"
• "transfer:workflow"

Amazon Well-
Architected

• ワークロード • "wellarchitected:workload"
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サービス名 リソースタイプ JSON 構文

Amazon WorkSpaces • すべて
• ディレクトリ
• WorkSpace
• WorkSpaces バンドル
• WorkSpaces イメージ
• WorkSpaces IP グ

ループ

• "workspaces:*"
• "workspaces:directory"
• "workspaces:workspace"
• "workspaces:workspacebundle"
• "workspaces:workspaceimage"
• "workspaces:workspaceipgroup"

Amazon WorkLink • フリート • "worklink:fleet"

タグポリシーの構文と例
このページでは、タグポリシーの構文について説明し、例を示します。

タグポリシー構文
タグポリシーは、JSON のルールに従って構造化されたプレーンテキストファイルです。タグポリシーの
構文は、すべての管理ポリシータイプの構文に従います。この構文の詳しい説明については、「管理ポリ
シータイプのポリシー構文と継承 (p. 96)」を参照してください。このトピックは、一般的な構文をタグ
アップポリシータイプの特定の要件に適用することに焦点を当てています。

次のタグポリシーは、基本的なタグポリシーの構文を示しています。

{ 
    "tags": { 
        "costcenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "100", 
                    "200" 
                ] 
            }, 
            "enforced_for": { 
                "@@assign": [ 
                    "secretsmanager:*" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

タグポリシー構文には、次の要素が含まれます。

• tags フィールドキーの名前。タグポリシーは、常にこの固定キー名で始まります。上記のポリシーの
例では一番上の行です。

• ポリシーステートメントを一意に識別するポリシーキー。大文字小文字の処理を除き、タグキーの値と
一致する必要があります。タグキー (次に説明します) とは異なり、ポリシー値では大文字と小文字が区
別されません。

この例では、costcenter がポリシーキーです。
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• リソースを準拠させる大文字小文字表記を持つ許容タグキーを指定するタグキーを 1 つ以上指定しま
す。大文字小文字の処理が定義されていない場合、タグキーのデフォルトは小文字です。タグキーの値
は、ポリシーキーの値と一致する必要があります。ただし、ポリシーのキーバリューでは大文字と小文
字が区別されないため、大文字と小文字が異なる可能性があります。

この例では、CostCenter がタグキーです。これは、タグポリシーに準拠するために必要な大文字と小
文字の処理です。このタグキーに対して大文字と小文字の処理が異なるリソースは、タグポリシーに準
拠していません。

タグポリシーでは、複数のタグキーを定義できます。
• (オプション) タグキーに対して受け入れ可能な 1 つ以上のタグ値のリスト。タグポリシーがタグキーの

タグ値を指定しない場合、すべての値 (値なしの場合を含む) が準拠していると見なされます。

この例では、CostCenter タグキーの許容値は 100 と 200 です。
• (オプション) 指定されたサービスおよびリソースに対する非準拠のタグ付け操作を防止するかどうかを

示す enforced_for オプション。コンソールでは、タグポリシーを作成するためのビジュアルエディ
タの [Prevent noncompliant operations for this tag (このタグに対する非準拠操作を防止する)] オプション
です。このオプションのデフォルト設定は null です。

タグポリシーの例では、すべての AWS Secrets Manager リソースがこのタグを持つ必要があると指定
されています。

Warning

タグポリシーの使用経験がある場合にのみ、このオプションをデフォルトから変更してくださ
い。そうしないと、組織のアカウントのユーザーが必要なリソースを作成できなくなる可能性
があります。

• タグポリシーを組織ツリーの他のタグポリシーとマージして、アカウントの有効なタグ
ポリシー (p. 216)を作成する方法を指定する演算子。この例では、@@assign を使用し
て、tag_key、tag_value、および enforced_for に文字列を割り当てます。演算子の詳細について
は、「継承演算子 (p. 98)」を参照してください。

•  － タグ値と [*] フィールドには、ワイルドカード enforced_forを使用できます。
• タグ値ごとに、ワイルドカードを 1 つのみ使用できます。例えば、*@example.com は許可されます

が、*@*.com は許可されません。
• enforced_for では、一部のサービスで <service>:* を使用して、該当するサービスのすべての

リソースに対して強制を適用できます。enforced_for がサポートするサービスとリソースタイプの
リストについては、「強制をサポートするサービスとリソースタイプ (p. 219)」を参照してくださ
い。

ワイルドカードを使用してすべてのサービスを指定したり、すべてのサービスのリソースを指定した
りすることはできません。

タグポリシーの例
次のタグポリシー (p. 200)の例は、情報提供のみを目的としています。

Note

組織でこれらのタグポリシーの例を使用する前に、次の点に注意してください。

• タグポリシーの使用を開始するための推奨ワークフロー (p. 203)を実行したことを確認しま
す。

• 固有の要件に合わせて、これらのタグポリシーを慎重に確認し、カスタマイズする必要があり
ます。

• タグポリシーのすべての文字には、上限サイズ (p. 359)が適用されます。このガイドの例で
は、読みやすさを向上させるため、空白文字を追加してフォーマットされたタグポリシーを示

230



AWS Organizations ユーザーガイド
タグポリシーの構文と例

しています。ただし、ポリシーのサイズが上限サイズに近づいたら、スペースを節約するため
に空白を削除できます。空白の例としては、空白文字や引用符の外側の改行などがあります。

• タグ付けされていないリソースは、結果で非準拠と表示されません。

例 1: 組織全体のタグキーの大文字小文字取り扱いの定義
次の例は、組織内のアカウントに標準化させる 2 つのタグキーと大文字小文字のみを定義するタグポリ
シーを示しています。

ポリシー A － 組織ルートのタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "CostCenter": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "CostCenter", 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 
            } 
        }, 
        "Project": { 
            "tag_key": { 
                "@@assign": "Project", 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 
            } 
        } 
    }
}

このタグポリシーは、CostCenter と Project という 2 つのタグキーを定義します。このタグポリシー
を組織のルートにアタッチすると、次の効果があります。

• 組織内のすべてのアカウントは、このタグポリシーを継承します。
• 組織内のすべてのアカウントは、準拠のために、定義された大文字と小文字の処理を使用する必要があ

ります。CostCenter タグと Project とタグの付いたリソースは準拠しています。タグキーに対して
大文字小文字の処理が異なるリソース (costcenter、Costcenter、COSTCENTER など) は準拠してい
ません。

• @@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 行はタグキーをロックダウンしま
す。組織ツリーの下位にアタッチされたタグポリシー (子ポリシー) は、大文字と小文字の処理を含め、
値設定演算子を使用してタグキーを変更することはできません。

• すべてのタグポリシーと同じように、タグなしリソースまたはタグポリシーで定義されていないタグ
は、タグポリシーに準拠しているかどうか評価されません。

AWS は、使用するタグキーに対して同様のタグポリシーを作成する際のガイドとして、この例を使用する
ことを推奨します。組織のルートにアタッチします。次に、下の例のようなタグポリシーを作成します。
この例では、定義されたタグキーの許容値のみを定義します。

次のステップ: 値の定義
組織ルートに先ほどのタグポリシーをアタッチしたと仮定します。次に、次のようなタグポリシーを作成
し、アカウントにアタッチできます。このポリシーは、CostCenter および Project タグキーの許容値
を定義します。

ポリシー B － アカウントのタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "CostCenter": { 
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            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "Production", 
                    "Test" 
                ] 
            } 
        }, 
        "Project": { 
            "tag_value": { 
                "@@assign": [ 
                    "A", 
                    "B" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシー A を組織ルートにアタッチし、ポリシー B をアカウントにアタッチすると、ポリシーが結合さ
れ、次の有効なタグポリシーがアカウントに対して作成されます。

ポリシー A + ポリシー B = アカウントの有効なタグポリシー

{ 
    "tags": { 
        "Project": { 
            "tag_value": [ 
                "A", 
                "B" 
            ], 
            "tag_key": "Project" 
        }, 
        "CostCenter": { 
            "tag_value": [ 
                "Production", 
                "Test" 
            ], 
            "tag_key": "CostCenter" 
        } 
    }
}

継承演算子の動作例や有効なタグポリシーの例など、ポリシー継承の詳細については、「ポリシーの継承
について (p. 94)」を参照してください。

例 2: タグキーの使用を禁止する
タグキーの使用を禁止するには、次のようなタグポリシーを組織エンティティにアタッチします。

このサンプルポリシーは、Color タグキーに対して使用できる値がないことを指定します。また、子タグ
ポリシーで演算子 (p. 98)を使用できないことも指定します。したがって、影響を受けるアカウントのリ
ソース上の Color タグは、非準拠と見なされます。ただし enforced_for オプションは、実際には、影
響を受けるアカウントが Color タグを使用して Amazon DynamoDB テーブルのみにタグ付けできないよ
うにします。

{ 
    "tags": { 
        "Color": { 
            "tag_key": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": [ 
                    "@@none" 
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                ], 
                "@@assign": "Color" 
            }, 
            "tag_value": { 
                "@@operators_allowed_for_child_policies": [ 
                    "@@none" 
                ], 
                "@@assign": [] 
            }, 
            "enforced_for": { 
                "@@assign": [ 
                    "dynamodb:table" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

サポートされるリージョン
タグポリシー機能は、次のリージョンで使用できます。

リージョン名 リージョンパラメータ

米国東部 (オハイオ) リージョン us-east-2

米国東部 (バージニア北部) リージョン¹ us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) リージョン us-west-1

米国西部 (オレゴン) リージョン us-west-2

アフリカ (ケープタウン) リージョン² af-south-1

アジアパシフィック (香港) リージョン² ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン ap-south-1

アジアパシフィック（大阪）リージョン ap-northeast-3

Asia Pacific (Seoul) Region ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) リージョン ap-southeast-2

アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン ap-southeast-3

アジアパシフィック (東京) リージョン ap-northeast-1

アジアパシフィック (大阪) リージョン ap-northeast-3

カナダ (中部) リージョン ca-central-1

欧州 (フランクフルト) リージョン eu-central-1

欧州 (ミラノ) リージョン² eu-south-1

欧州 (アイルランド) リージョン eu-west-1

欧州 (ロンドン) リージョン eu-west-2
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リージョン名 リージョンパラメータ

欧州 (パリ) リージョン eu-west-3

欧州 (ストックホルム) リージョン eu-north-1

中東 (バーレーン) リージョン² me-south-1

南米 (サンパウロ) リージョン sa-east-1

¹次の Organizations オペレーションを呼び出す場合は、us-east-1 リージョンを指定する必要がありま
す。

• DeletePolicy
• DisablePolicyType
• EnablePolicyType
• 組織ルート上のその他の操作 (ListRoots など)。

タグポリシー機能の一部である次のリソースグループタグ付け API 操作を呼び出す場合も、us-east-1
リージョンを指定する必要があります。

• DescribeReportCreation
• GetComplianceSummary
• GetResources
• StartReportCreation

Note

組織全体でのタグポリシーへの準拠を評価するには、レポートを保存するため、米国東部 (バージ
ニア北部) リージョンの Amazon S3 バケットにもアクセスできる必要があります。詳細について
は、「レポートを保存するための Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

²これらのリージョンは、手動で有効にする必要があります。AWS リージョン の有効化と無効化の詳細に
ついては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョン の管理」を参照してください。Resource 
Groups コンソールは、これらのリージョンでは利用できません。
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AWS Organizations リソースのタグ
付け

タグは、AWS リソースに追加して、リソースの識別、整理、検索を容易にできるカスタム属性ラベルで
す。各タグは 2 つの部分で構成されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーの長さは最大 128 文字で、
大文字と小文字は区別されます。

• タグ値 (例: 111122223333 または Production)。タグ値の長さは最大 256 文字で、タグキーと同様に
大文字と小文字は区別されます。タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null 
に設定することはできません。タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。

タグのキーまたは値で許可される文字の詳細についてはResource Groups のタグ付け API リファレンスの
「タグ付け API の タグパラメータ」を参照してください。

タグを使用し、リソースを目的、所有者、環境などの基準別に分類できます。詳細については、
「Tagging Best Practices」( タグ付けのベストプラクティス) を参照してください。

Tip

タグポリシー (p. 200)を使用すると、組織のアカウント内のリソース間でタグの実装を標準化で
きます。

現時点で、AWS Organizations は、管理アカウントにログインしているときに次のタグ付けオペレーショ
ンをサポートします。

• 以下のタイプの組織のリソースにタグを追加できます。
• AWS アカウント
• 組織単位
• 組織のルート
• ポリシー

タグは次のタイミングで追加できます。

• リソースを作成するとき (p. 236) — Organizations コンソールでタグを指定するか、Create API オペ
レーションの 1 つで Tags パラメータを使用します。これは、組織のルートには適用されません。

• リソースを作成した後 (p. 236) — Organizations コンソールを使用するか、TagResource オペレー
ションを呼び出します。

コンソールを使用するか、ListTagsForResource オペレーションを呼び出すことで、AWS 
Organizations 内のタグ付け可能な任意のリソースのタグを表示できます。

リソースからタグを削除するには、コンソールを使用して削除するキーを指定するか、UntagResource
オペレーションを呼び出します。

タグの使用
タグを使用すると、役に立つカテゴリ別にリソースをグループ化でき、リソースを整理できます。例
えば、所有部門を追跡する「部門」タグを割り当てることができます。「Environment」タグを割り当
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てると、特定のリソースがアルファ、ベータ、ガンマ、または本番環境の一部であるかどうかを追跡で
きます。タグを使用すると、組織を構成するコンポーネントにアクセスおよび管理できるユーザーを制
御 (p. 346)することができます。

• タグポリシーを使用して、リソースにタグ付け標準を適用 (p. 200)できます。
• タグを使用すると、組織を構成するコンポーネントにアクセスおよび管理できるユーザーを制

御 (p. 346)することができます。

タグの追加、更新、削除
組織の管理アカウントにサインインすると、組織のリソースにタグを追加できます。

リソースの作成時にタグを追加する
最小アクセス許可

リソースの作成時にリソースにタグを追加するには、次のアクセス許可が必要です。

• 特定のタイプのリソースを作成するためのアクセス許可
• organizations:TagResource
• organizations:ListTagsForResource － Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

作成時に、以下のリソースにアタッチされたタグキーと値を含めることができます。

• AWS アカウント
• 作成したアカウント (p. 61)
• 招待されたアカウント (p. 53)

• 組織単位 (OU) (p. 80)
• ポリシー

• AI サービスのオプトアウトポリシー (p. 152)
• バックアップポリシー (p. 170)
• サービスコントロールポリシー (p. 117)
• タグポリシー (p. 207)

組織ルートは、最初に組織を作成する際に作成されるため、既存のリソースとしてのみタグを追加できま
す。

既存のリソースにタグを追加または更新する
新しいタグを追加したり、既存のリソースにアタッチされているタグの値を更新することもできます。

最小アクセス許可

組織のリソースにタグを追加または更新するには、次のアクセス許可が必要です。

• organizations:TagResource
• organizations:ListTagsForResource － Organizations コンソールを使用する場合にの

み必要

組織のリソースからタグを削除するには、次のアクセス許可が必要です。
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• organizations:UntagResource

AWS Management Console

既存のリソースのタグを追加、更新、または削除するには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. アカウント、Root、OU、またはポリシーに移動して選択し、名前をクリックして詳細ページを開
きます。

3. [Tags (タグ)] タブで、[Manage tags (タグ管理)] を選択します。
4. 新しいタグの追加、既存のタグの値の変更、またはタグの削除ができます。

(オプション) タグを追加するには、[タグを追加] を選択してキーを入力し、オプションでタグ
の値を入力します。

タグを削除するには、[Remove] (削除) を選択します。

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字の区別は標準化して使用しま
す。適用されるタグポリシーの要件を順守することも必要です。

5. 前のステップを必要な回数繰り返します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI & AWS SDKs

既存のリソースにタグを追加または更新するには

組織のタグ付け可能なリソースにタグを追加するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: タグリソース
• AWS SDK: TagResource

組織のリソースからタグを削除するには

タグを削除するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• AWS CLI: タグなしリソース
• AWS SDK: UntagResource
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信頼されたアクセスを有効にするために必要なアクセス許可

AWS Organizations を他のAWSサー
ビスと併用する

信頼されたアクセスを使用して、指定したサポートされている AWS サービス (信頼されたサービスと呼ば
れる) を有効にできます。これにより、組織とそのアカウントのタスクを代理で実行できるようになりま
す。これには、信頼されたサービスに許可を付与する必要がありますが、ユーザーまたはロールの許可に
影響はありません。アクセスを有効にすると、信頼されたサービスは、組織の各アカウントにサービスに
リンクされたロールと呼ばれる IAM ロール を必要なときに作成できるようになります。このロールには、
信頼されたサービスを使用して、該当サービスのドキュメントに記載されているタスクの実行を可能にす
るアクセス許可ポリシーが含まれています。これにより、信頼されたサービスを使用して、ユーザーに代
わって組織のアカウントで管理する設定や構成の詳細を指定できます。信頼されたサービスは、アカウン
トに対して管理アクションを実行する必要がある場合にのみ、サービスにリンクされたロールを作成しま
す。必ずしも組織のすべてのアカウントで管理アクションを実行する必要はありません。

Important

信頼されたアクセスの有効化と無効化には、信頼されたサービスのコンソールか、その AWS CLI 
または API のオペレーションのみを使用することを強くお勧めします。これにより、信頼できる
アクセスの有効化に必要なすべての初期化処理が信頼できるサービスによって実行可能になりま
す。例えば、必要なリソースの作成や、信頼できるアクセスの無効にする際のリソースのクリー
ンアップなどです。
信頼されたサービスを使用し、信頼されたサービスによる組織へのアクセスを有効または無効に
する方法については、AWS Organizations で使用できる AWS のサービス (p. 242) の [Supports 
Trusted Access] (信頼されたアクセスをサポート) 列の [Learn more] (詳細はこちら) リンクを参照
してください。
Organizations コンソール、CLI コマンド、API オペレーションを使用してアクセスを無効にした
場合の結果は次のようになります。

• そのサービスでは、サービスにリンクされたロールを組織のアカウントに作成できなくなりま
す。つまり、組織の新しいアカウントに対するオペレーションをサービスがユーザーに代わっ
て実行できなくなります。そのサービスによる AWS Organizations のクリーンアップが完了す
るまでは、古いアカウントに対するオペレーションは引き続き実行可能です。

• そのサービスでは、ロールにアタッチされている IAM ポリシーによって明示的に許可されてい
ない限り、組織のメンバーアカウントのタスクを実行できなくなります。これには、メンバー
アカウントから管理アカウントまたは委任管理者アカウント (該当する場合) へのデータ集約が
含まれます。

• 一部のサービスはこれを検出し、統合に関連する残りのデータやリソースをクリーンアップ
します。一方、組織へのアクセスを停止するものの、統合を再び有効にする場合のために履歴
データと設定を残しておくサービスもあります。

そうしたサービスであっても、コンソールまたはコマンドを使用して統合を無効にすると、その
統合以外に用途のないリソースがクリーンアップされるようになります。組織のアカウントのリ
ソースをクリーンアップする仕組みは、サービスによって異なります。詳しくは、AWS の他の
サービスのドキュメントを参照してください。

信頼されたアクセスを有効にするために必要なアク
セス許可

信頼されたアクセスを使用するには、2 つのサービス (AWS Organizations と信頼されたサービス) のアク
セス権限が必要です。信頼されたアクセスを有効にするには、次のいずれかのシナリオを選択します。
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• AWS Organizations と信頼されたサービスの両方にアクセス許可がある認証情報が設定されている場
合、信頼されたサービスによって提供されているツール (コンソールまたは AWS CLI) を使用してアクセ
スを有効化します。これにより、そのサービスには、ユーザーに代わって AWS Organizations で信頼さ
れたアクセスを有効にすること、および組織でのオペレーションに必要なリソースを作成することが可
能になります。

これらの認証情報に必要な最小限のアクセス権限は次のとおりです。
• organizations:EnableAWSServiceAccess。また、このオペレーションに
organizations:ServicePrincipal 条件キーを使用し、承認されたサービスプリンシパル名のリ
ストに対してオペレーションが行うリクエストを制限することもできます。詳細については、「条件
キー (p. 338)」を参照してください。

• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - AWS Organizations コンソールを
使用する場合は必須。

• 信頼されたサービスで必要な最小限のアクセス権限は、サービスによって異なります。詳細について
は、信頼されたサービスのドキュメントを参照してください。

• AWS Organizations のアクセス権限を含む認証情報が設定されているユーザーと、信頼されたサービス
のアクセス権限を含む認証情報が設定されているユーザーがいる場合は、以下のステップをこの順序で
実行します。
1. AWS Organizations のアクセス権限を含む認証情報がユーザーに設定されている場合は、AWS 

Organizations コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、信頼されたサービスの信頼さ
れたアクセスを有効にします。これにより、次のステップ (ステップ 2) を実行すると、組織の必要な
設定を実行するためのアクセス権限が他のサービスに付与されます。

AWS Organizations の最小限のアクセス権限は次のとおりです。
• organizations:EnableAWSServiceAccess
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - AWS Organizations コンソール

を使用する場合のみ必須

AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にする特定のステップについては、「信頼されたア
クセスを有効または無効にする方法 (p. 240)」を参照してください。

2. 信頼されたサービスのアクセス許可を含む認証情報をユーザーに設定すると、そのサービスで AWS 
Organizations を操作できます。これにより、信頼されたサービスを使用して、組織で操作するため
に必要なリソースの作成など、必要な初期化を行うようサービスに指示されます。詳細については、
サービス固有の手順 (AWS Organizations で使用できる AWS のサービス (p. 242)) を参照してくだ
さい。

信頼されたアクセスを無効にするために必要なアク
セス許可

信頼されたサービスを使用して、組織またはそのアカウントで操作する必要がなくなった場合は、次のい
ずれかのシナリオを選択します。

Important

サービスへの信頼されたアクセスを無効にすると、適切なアクセス権限を含むユーザーやロール
は、そのサービスを使用できなくなります。ユーザーとロールが AWS サービスにアクセスする
のを完全にブロックするには、そのアクセスを許可する IAM アクセス許可を削除するか、AWS 
Organizations でサービス コントロール ポリシー (SCP) (p. 113) を使用します。
SCP はメンバーアカウントにのみ適用できます。SCP は管理アカウントには適用されません。管
理アカウントではサービスを実行しない (p. 25)ことをお勧めします。代わりに、SCP を使用して
セキュリティを制御できるメンバーアカウントで実行します。

• AWS Organizations と信頼されたサービスの両方にアクセス許可がある認証情報が設定されている場合
には、信頼されたサービスで利用できるツール (コンソールまたは AWS CLI) を使用してアクセスを無
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効化します。無効になると、サービスは、ユーザーの代わりに、不要になったリソースを削除し、AWS 
Organizations のサービスの信頼されたアクセスを無効にしてクリーンアップします。

これらの認証情報に必要な最小限のアクセス権限は次のとおりです。
• organizations:DisableAWSServiceAccess。また、このオペレーションに
organizations:ServicePrincipal 条件キーを使用し、承認されたサービスプリンシパル名のリ
ストに対してオペレーションが行うリクエストを制限することもできます。詳細については、「条件
キー (p. 338)」を参照してください。

• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - AWS Organizations コンソールを
使用する場合は必須。

• 信頼されたサービスで必要な最小限のアクセス権限は、サービスによって異なります。詳細について
は、信頼されたサービスのドキュメントを参照してください。

• AWS Organizations のアクセス権限を含む認証情報と、信頼されたサービスのアクセス権限を含む認証
情報が異なる場合は、以下のステップをこの順序で実行します。
1. まず、信頼されたサービスのアクセス権限を含むユーザーを使用して、このサービスを使用する

アクセスを無効にします。これにより、信頼されたアクセスに必要なリソースを削除してクリーン
アップするよう、信頼されたサービスに指示されます。詳細については、サービス固有の手順 (AWS 
Organizations で使用できる AWS のサービス (p. 242)) を参照してください。

2. これで、AWS Organizations のアクセス権限を含むユーザーは、AWS Organizations コンソー
ル、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、信頼されたサービスのアクセスを無効にできるように
なります。これにより、信頼されたサービスのアクセス許可は、組織やそのアカウントより削除され
ます。

AWS Organizations の最小限のアクセス権限は次のとおりです。
• organizations:DisableAWSServiceAccess
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - AWS Organizations コンソール

を使用する場合のみ必須

AWS Organizations で信頼されたアクセスを無効にする特定のステップについては、信頼されたアク
セスを有効または無効にする方法 (p. 240)を参照してください。

信頼されたアクセスを有効または無効にする方法
AWS Organizations のアクセス許可のみ付与されており、他の AWS サービスの管理者の代わりに、組織
への信頼されたアクセスを有効または無効にする場合は、次の手順を使用します。

Important

信頼されたアクセスの有効化と無効化には、信頼されたサービスのコンソールか、その AWS CLI 
または API のオペレーションのみを使用することを強くお勧めします。これにより、信頼できる
アクセスの有効化に必要なすべての初期化処理が信頼できるサービスによって実行可能になりま
す。例えば、必要なリソースの作成や、信頼できるアクセスの無効にする際のリソースのクリー
ンアップなどです。
信頼されたサービスを使用し、信頼されたサービスによる組織へのアクセスを有効または無効に
する方法については、AWS Organizations で使用できる AWS のサービス (p. 242) の [Supports 
Trusted Access] (信頼されたアクセスをサポート) 列の [Learn more] (詳細はこちら) リンクを参照
してください。
Organizations コンソール、CLI コマンド、API オペレーションを使用してアクセスを無効にした
場合の結果は次のようになります。

• そのサービスでは、サービスにリンクされたロールを組織のアカウントに作成できなくなりま
す。つまり、組織の新しいアカウントに対するオペレーションをサービスがユーザーに代わっ
て実行できなくなります。そのサービスによる AWS Organizations のクリーンアップが完了す
るまでは、古いアカウントに対するオペレーションは引き続き実行可能です。
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• そのサービスでは、ロールにアタッチされている IAM ポリシーによって明示的に許可されてい
ない限り、組織のメンバーアカウントのタスクを実行できなくなります。これには、メンバー
アカウントから管理アカウントまたは委任管理者アカウント (該当する場合) へのデータ集約が
含まれます。

• 一部のサービスはこれを検出し、統合に関連する残りのデータやリソースをクリーンアップ
します。一方、組織へのアクセスを停止するものの、統合を再び有効にする場合のために履歴
データと設定を残しておくサービスもあります。

そうしたサービスであっても、コンソールまたはコマンドを使用して統合を無効にすると、その
統合以外に用途のないリソースがクリーンアップされるようになります。組織のアカウントのリ
ソースをクリーンアップする仕組みは、サービスによって異なります。詳しくは、AWS の他の
サービスのドキュメントを参照してください。

AWS Management Console

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、有効にするサービスの行を探し、その名前を選択します。
3. [Enable trusted access (信頼されたアクセスを有効にする)] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有

効にするオプションを表示する) チェックボックスをオンにし、ボックスに「enable」と入力し
てから、[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

5. アクセスを有効にする場合は、他のサービスで AWS Organizations を操作できるようになったこ
とを他の AWS サービスの管理者に伝えます。

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 コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、無効にするサービスの行を探し、その名前を選択します。
3. もう一方のサービスの管理者から、サービスが無効になり、そのリソースのクリーンアップが完

了したことが知らされるまで待ちます。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。

AWS CLI, AWS API

信頼されたサービスのアクセスを有効または無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを有効または無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API 
オペレーションを使用できます。

• AWS CLI: AWS organizations enable-aws-service-access
• AWS CLI: AWS organizations disable-aws-service-access
• AWS API: EnableAWSServiceAccess
• AWS API: DisableAWSServiceAccess
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AWS Organizations とサービスにリンクされたロー
ル

AWS Organizations では、サービスにリンクされた IAM ロールを使用して、信頼されたサービスが組織
のメンバーアカウントで自動的にタスクを実行できるようにします。信頼されたサービスを設定して、組
織との統合のためにそのサービスを承認すると、サービスにリンクされたロールをメンバーアカウントに
作成するようにそのサービスから AWS Organizations にリクエストできます。信頼されたサービスによっ
て必要に応じて非同期的に行われますが、組織のすべてのアカウントで必ずしも同時に必要とは限りませ
ん。サービスにリンクされたロールには IAM 許可が事前定義されており、信頼されたサービスは、そのア
カウント内の特定のタスクだけを実行する許可が与えられます。一般的に、サービスにリンクされたロー
ルはすべて AWS によって管理されます。つまり、通常、ロールまたはアタッチされたポリシーを変更す
ることはできません。

こうした変更を行えるようにするため、組織内にアカウントを作成するとき、または組織への既存
のアカウントの招待が承諾されたときに、AWS Organizations は、サービスにリンクされたロール 
(AWSServiceRoleForOrganizations) を使用してメンバーアカウントをプロビジョニングします。こ
のロールは、AWS Organizations サービス自体のみ引き受けることができます。また、このロールに含ま
れるアクセス許可により、AWS Organizations は、サービスにリンクされたロールを他の AWS サービス
用にも作成できるようになります。このサービスにリンクされたロールは、すべての組織に存在します。

組織で一括請求機能 (p. 7)のみ有効になっている場合、サービスにリンクされたロール 
(AWSServiceRoleForOrganizations) は使用されないため、削除できます。ただし、推奨はされませ
ん。組織のすべての機能 (p. 7)を後に有効にする場合はこのロールが必要になるため、復元する必要があり
ます。次のチェックは、すべての機能を有効にするプロセスを開始するときに実行されます。

• 組織に参加するように招待された各メンバーアカウント - アカウント管理者には、すべての機能
を有効にすることへの同意を求めるリクエストが送信されます。サービスにリンクされたロー
ル (AWSServiceRoleForOrganizations) が存在しない場合に適切にリクエストに同意するに
は、organizations:AcceptHandshake 許可および iam:CreateServiceLinkedRole 許可の両方
がアカウント管理者に必要です。AWSServiceRoleForOrganizations ロールが既に存在する場合、
管理者がリクエストに同意するには、organizations:AcceptHandshake アクセス権限のみが管理
者に必要です。管理者がリクエストに同意すると、サービスにリンクされたロールが存在しない場合で
も、AWS Organizations によって自動的に作成されます。

• 組織に作成された各メンバーアカウント - サービスにリンクされたロールの再作成リクエストがア
カウント管理者に送信されます。(メンバーアカウントの管理者には、すべての機能を有効にする
リクエストが届きません。これは、管理アカウント (旧称は「マスターアカウント」) の管理者が、
作成されたメンバーアカウントの所有者と見なされるためです)。サービスにリンクされたロール
は、メンバーアカウント管理者がリクエストに同意すると AWS Organizations によって作成されま
す。ハンドシェイクを適切に承諾するには、organizations:AcceptHandshake アクセス権限と
iam:CreateServiceLinkedRole アクセス権限の両方が管理者に必要です。

組織内のすべての機能を有効にすると、サービスにリンクされたロール
AWSServiceRoleForOrganizations はどのアカウントからも削除できなくなります。

Important

AWS Organizations の SCP がサービスにリンクされたロールに影響を及ぼすことはありません。
これらのロールは、SCP 制限の対象外であるためです。

AWS Organizations で使用できる AWS のサービス
AWS Organizations では、複数の AWS アカウント を 1 つの組織に統合することにより、大規模なアカウ
ント管理作業を行うことができます。アカウントを統合すると、他の AWS サービスの使用が簡単になり
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ます。選択した AWS サービスで、AWS Organizations で利用できるマルチ・アカウント管理サービスを
利用して、組織のメンバーであるすべてのアカウントでタスクを実行できます。

次の表は、AWS Organizations で使用できる AWS のサービスと、組織全体のレベルで各サービスを使用
する利点を示しています。

信頼されたアクセス - 互換性のある AWS サービスを有効にして、組織内のすべての AWS アカウント で
オペレーションを実行することができます。詳細については、 AWS Organizations を他のAWSサービスと
併用する (p. 238)を参照してください。

委任管理者 - 互換性のある AWS サービスでは、組織内の AWS メンバーアカウントをそのサービスにおけ
る組織のアカウントの管理者として登録できます。

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Account 
Management (p. 260)

組織のすべての 
AWS アカウン
トの詳細とメタ
データを管理し
ます。

組織内のす
べてのアカ
ウントの代
替連絡先情
報を作成、
更新、削除
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 260)

はい

詳細はこちら (p. 261)

AWS 
Artifact (p. 262)

ISO レポートや 
PCI レポートな
ど、AWS セキュ
リティ・コンプ
ライアンス・レ
ポートをダウン
ロードします。

契約を組織
内のすべて
のアカウン
トに代わっ
て受諾でき
ます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 263)

いいえ

AWS Audit 
Manager (p. 264)

クラウドサービ
スの使用の監査
に役立てられる
よう、エビデン
スの継続的な収
集を自動化しま
す。

組織内の複
数のアカウ
ントによる 
AWS の使
用を継続的
に監査し、
リスクとコ
ンプライア
ンスの評価
方法を簡素
化します。

はい

詳細は
こち

ら (p. 265)

はい

詳細はこちら (p. 266)

AWS 
Backup (p. 267)

組織内のすべて
のアカウントの
バックアップを
管理およびモニ
タリングしま
す。

組織全体、
または組織
単位 (OU) 
におけるア
カウントの
グループの
バックアッ
プ・プラン

はい

詳細は
こち

ら (p. 268)

はい

詳細はこちら
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

を設定およ
び管理でき
ます。すべ
てのアカウ
ントのバッ
クアップを
一元的にモ
ニタリング
できます。

AWS 
CloudFormation 
スタック・セッ
ト (p. 269)

1 回の操作で、
複数のアカウン
トとリージョン
にまたがるス
タックを作成、
更新、または削
除できます。

管理アカウ
ントまたは
委任管理者
アカウント
のユーザー
は、組織内
のアカウン
トにスタッ
ク・イン
スタンスを
配備する、
サービスに
よって管理
されたアク
セス許可を
持つスタッ
クセットを
作成できま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 270)

はい

詳細はこちら (p. 271)

AWS 
CloudTrail (p. 271)

アカウントのガ
バナンス、コン
プライアンス、
および運用とリ
スクの監査を実
行できます。

管理アカウ
ントまたは
委任管理者
アカウント
のユーザー
は、組織
のアカウン
トに関する
すべてのイ
ベントをロ
グに記録す
るイベント
データスト
アまたは組
織の証跡を
作成できま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 272)

はい

詳細はこちら (p. 274)
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

Amazon 
CloudWatch 
Events

AWS リソースお
よび AWS で実
行しているアプ
リケーションを
リアルタイムで
モニタリングし
ます。

組織のすべ
てのアカウ
ント間で、
すべての 
CloudWatch 
Events の
共有を有
効にできま
す。

詳細に
ついて
は、Amazon 
CloudWatch 
Events 
ユーザー
ガイドの
AWS アカ
ウント 間
のイベント
の送受信を
参照してく
ださい。

いいえ いいえ

AWS Compute 
Optimizer (p. 274)

AWS コンピュー
ティング最適化
の推奨事項を入
手します。

組織のアカ
ウントにあ
るすべての
リソースを
分析して、
最適化の推
奨事項を取
得できま
す。

詳細につい
ては、AWS 
Compute 
Optimizer 
ユーザー
ガイドの
Compute 
Optimizer 
によって
サポートさ
れるアカウ
ントを参照
してくださ
い。

はい

詳細は
こち

ら (p. 276)

はい

詳細はこちら (p. 276)
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS 
Config (p. 277)

AWS リソース
の設定を診断、
監査、評価しま
す。

コンプラ
イアンス
ステータ
スに関す
る組織全体
のビューを
取得できま
す。AWS 
Config API 
オペレー
ションを
使用して、
組織のすべ
ての AWS 
アカウン
ト を対象
に、AWS 
Config ルー
ルと適合
パックを
管理するこ
ともできま
す。

委任管理者
アカウン
トを使用
し、AWS 
Organizations 
の組織のメ
ンバーアカ
ウント全体
を対象に、
リソース
構成とコ
ンプライア
ンス・デー
タを集約で
きます。詳
細について
は、AWS 
Config デベ
ロッパー・
ガイドの委
任された
管理者の
登録を参照
してくださ
い。

はい

詳細は
こち

ら (p. 279)

はい

詳細はこちら

設定 ルール

コンフォーマ
ンス・パック

マルチ・アカウン
ト、マルチ・リー

ジョンのデータ集計
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Control 
Tower (p. 279)

基準に準拠した
安全な AWS マ
ルチ・アカウン
ト環境をセット
アップして管理
します。

すべての 
AWS リ
ソースの
マルチア
カウント
環境である
ランディン
グ・ゾーン
を設定でき
ます。この
環境には、
組織および
組織のエン
ティーティ
が含まれて
います。こ
の環境を使
用して、
すべての 
AWS アカ
ウント に
コンプライ
アンス規制
を適用でき
ます。

詳細につい
ては、AWS 
Control 
Tower ユー
ザーガイ
ドのAWS 
Control 
Towerの
仕組みお
よびAWS 
Organizations 
によるアカ
ウントの管
理を参照し
てくださ
い。

はい

詳細は
こちら

いいえ
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

Amazon 
Detective (p. 281)

ログデータから
可視化を生成
して、セキュ
リティに関する
検出結果や疑わ
しいアクティビ
ティの根本原因
の分析、調査、
および迅速な特
定を行います。

Amazon 
Detective 
を AWS 
Organizations 
と統合し
て、すべて
の組織のア
カウントの
アクティ
ビティを 
Detective 
の動作グラ
フで可視化
できるよう
にします。

はい

詳細は
こち

ら (p. 282)

はい

詳細はこちら (p. 283)

Amazon DevOps 
Guru (p. 283)

運用データとア
プリケーショ
ンのメトリク
スおよびイベン
トを分析し、通
常の運用パター
ンから逸脱す
る動作を特定し
ます。DevOps 
Guru が運用上
の問題またはリ
スクを検出する
と、ユーザーに
通知されます。

AWS 
Organizations 
と統合し
て、組織全
体のすべて
のアカウン
トから取得
したインサ
イトを管理
できます。
管理者を委
任すると、
すべてのア
カウントか
ら取得した
インサイト
を表示、
ソート、
およびフィ
ルタリング
し、すべて
の監視対象
アプリケー
ションの組
織全体の健
全性を取得
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 284)

はい

詳細はこちら (p. 285)

248



AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Directory 
Service (p. 286)

AWS クラウド
でディレクト
リをセットアッ
プして実行し
たり、AWS リ
ソースを既存の
オンプレミス 
Microsoft Active 
Directory に接
続したりできま
す。

AWS 
Directory 
Service 
と AWS 
Organizations 
統合して、
リージョン
内の複数の
アカウント
および任意
の VPC 間
でシーム
レスなディ
レクトリ共
有を行うこ
とができま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 287)

いいえ

AWS Firewall 
Manager (p. 288)

アカウントやア
プリケーション
間でウェブアプ
リケーションの
ファイアウォー
ル・ルールを一
元的に設定、管
理します。

組織のアカ
ウント全体
に対する 
AWS WAF 
ルールを一
元的に設定
および管理
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 288)

はい

詳細はこちら (p. 291)
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

Amazon 
GuardDuty (p. 291)

GuardDuty は、
さまざまなデー
タソースからの
情報を分析およ
び処理する継続
的セキュリティ
モニタリング
サービスです。
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
の予期しないア
クティビティ、
不正の可能性
があるアクティ
ビティ、悪意の
あるアクティビ
ティを識別しま
す。

組織内の
すべての
アカウン
トに対し
て、GuardDuty 
を確認およ
び管理する
メンバーア
カウントを
指定できま
す。メン
バーアカ
ウントを
追加する
と、選択
した AWS 
リージョン 
リージョン
のそれらの
アカウント
に対して 
GuardDuty 
が自動的に
有効にな
ります。
また、組
織に追加さ
れた新しい
アカウント
に対して 
GuardDuty 
のアクティ
ベーション
を自動化す
ることもで
きます。

詳細に
ついて
は、Amazon 
GuardDuty 
ユーザー
ガイドの
GuardDuty 
and 
Organizations
を参照して
ください。

はい

詳細は
こち

ら (p. 292)

はい

詳細はこちら (p. 292)
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AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS 
Health (p. 293)

リソースのパ
フォーマンスに
影響する可能性
のあるイベント
や、AWS サービ
スの可用性に関
する問題を可視
化します。

組織内の複
数のアカウ
ントを対象
に、AWS 
Health イベ
ントを集計
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 293)

いいえ

AWS Identity 
and Access 
Management

AWS リソースへ
のアクセスを安
全にコントロー
ルします。

IAM のサー
ビスの最後
にアクセス
されたデー
タを使用す
ることで、
組織全体の 
AWS アク
ティビティ
をより詳し
く把握でき
ます。この
データを使
用してサー
ビス・コン
トロール・
ポリシー 
(SCP) (p. 113)
を作成、更
新し、組織
のアカウン
トが使用
する AWS 
サービスだ
けにアクセ
スを限定す
ることがで
きます。

設定例
について
は、IAM 
ユーザーガ
イドの情報
を使用した
組織単位の
アクセス許
可の調整を
参照してく
ださい。

いいえ いいえ
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AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

IAM Access 
Analyzer

AWS 環境内のリ
ソースベースの
ポリシーを分析
して、信頼ゾー
ン外のプリンシ
パルへのアクセ
スを許可するポ
リシーを特定し
ます。

IAM Access 
Analyzer の
管理者に
は、メン
バーアカウ
ントを指定
できます。

詳細につい
ては、IAM 
ユーザー
ガイド の
Access 
Analyzer の
有効化を参
照してくだ
さい。

はい

詳細は
こちら

はい

詳細はこちら

Amazon 
Inspector (p. 295)

AWS ワークロー
ドの脆弱性を自
動的にスキャン
して、Amazon 
ECR に存在す
る Amazon EC2 
インスタンスお
よびコンテナ・
イメージでソフ
トウェアの脆弱
性や意図しない
ネットワークの
公開 (ネットワー
ク・エクスポー
ジャー) がないか
を検出します。

管理者を委
任するこ
とで、メ
ンバーアカ
ウントのス
キャンの有
効化または
無効化、組
織全体の集
約された調
査結果デー
タの表示、
抑制ルール
の作成およ
び管理など
が可能にな
ります。

詳細につ
いては、
「Amazon 
Inspector 
ユーザー
ガイド」
の「AWS 
Organizations 
で複数のア
カウントを
管理する」
を参照して
ください。

はい

詳細は
こち

ら (p. 296)

はい

詳細はこちら (p. 297)
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AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS License 
Manager (p. 298)

ソフトウェアラ
イセンスをクラ
ウドに移動する
プロセスを効率
化します。

組織全体で
コンピュー
ティングリ
ソースのク
ロス・アカ
ウントの検
出を有効に
することが
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 299)

はい
詳細はこちら (p. 300)

Amazon 
Macie (p. 300)

機械学習を使用
してビジネス・
クリティカル
なコンテンツ
を検出および
分類し、データ
のセキュリティ
とプライバシー
の要件を満た
すのに役立ちま
す。Amazon S3 
に保存されてい
るコンテンツ
を継続的に評価
し、潜在的な問
題があれば通知
します。

組織内の
すべての
アカウン
トに対し
て Amazon 
Macie を設
定し、指
定された 
Macie 管理
者アカウ
ントのす
べてのア
カウント
で、Amazon 
S3 のすべ
てのデータ
を一括表示
することが
できます。
組織の成
長に合わせ
て新しいア
カウントの
リソースを
自動的に保
護するよう
に Macie を
設定できま
す。組織全
体の S3 バ
ケット間で
ポリシーの
設定ミスを
修正するよ
う求めるア
ラートが生
成されま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 301)

はい

詳細はこちら (p. 302)
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AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS 
Marketplace (p. 302)

厳選されたデ
ジタルカタロ
グで、ここか
らサードパー
ティーのソフ
トウェア、デー
タ、サービス
を検索、購入、
配置、管理し、
ソリューション
の構築やビジネ
ス運営に活用す
ることができま
す。

AWS 
Marketplace 
でのサブス
クリプショ
ンと購入
物に関して
は、組織内
のすべての
アカウント
でライセン
スを共有で
きます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 303)

いいえ

AWS Network 
Manager (p. 304)

アカウント、
リージョン、
オン・プレミ
スにまたがる
AWSクラウド 
WAN・ コア・
ネットワーク
とAWSTransit 
Gateway ネット
ワークAWSの一
元管理が可能で
す。

トランジッ
ト・ゲート
ウェイとそ
れらの付属
リソースを
持つグロー
バルネッ
トワークを
AWS組織内
の複数のア
カウント一
元的に管理
および監視
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 305)

はい

詳細はこちら (p. 306)
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AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Resource 
Access 
Manager (p. 306)

自分が所有し
ている AWS リ
ソースを指定し
て、他のアカウ
ントと共有しま
す。

組織内で、
追加の招待
を交換する
ことなくリ
ソースを共
有できま
す。共有
できるリ
ソースに
は、Route 
53 リゾル
バーのルー
ル、オンデ
マンド・
キャパシ
ティーの予
約などがあ
ります。

キャパシ
ティー予
約の共有
について
は、Linux 
インスタ
ンス用 
Amazon 
EC2 ユー
ザーガイ
ドまたは
Windows 
インスタ
ンス用 
Amazon 
EC2 ユー
ザーガイ
ドを参照
してくださ
い。

共有可能な
リソースの
一覧につい
ては、AWS 
RAM ユー
ザーガイ
ドの共有可
能なリソー
スを参照し
てくださ
い。

はい

詳細は
こち

ら (p. 307)

いいえ
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AWS Organizations ユーザーガイド
Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Security 
Hub (p. 309)

AWS のセキュ
リティ状態を把
握し、セキュリ
ティの業界標準
およびベスト・
プラクティスに
照らして環境
をチェックしま
す。

Security 
Hub は、
追加した
新しいア
カウントを
含む組織の
すべてのア
カウントに
対し、自動
的に有効に
することが
できます。
これによ
り、Security 
Hub の
チェック
と検出がよ
り広範囲に
行えるよう
になり、セ
キュリティ
体制の全体
像をより正
確に把握で
きます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 309)

はい

詳細はこちら (p. 310)

Amazon 
S3 Storage 
Lens (p. 310)

Amazon S3 スト
レージの使用状
況とアクティビ
ティに関するメ
トリクスを可視
化し、ストレー
ジを最適化する
実用的な推奨
事項を提供しま
す。

Amazon 
S3 Storage 
Lens を設
定すること
で、Amazon 
S3 スト
レージの
使用状況
とアクティ
ビティの傾
向を可視化
するととも
に、組織の
すべてのメ
ンバーアカ
ウントに向
けた推奨事
項を取得す
ることが可
能になりま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 311)

はい

詳細はこちら (p. 312)
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Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Service 
Catalog (p. 312)

AWS での使用
が承認された IT 
サービスのカタ
ログを作成およ
び管理します。

ポートフォ
リオ ID を
共有する
ことなく、
アカウント
間でより簡
単にポート
フォリオの
共有と製品
のコピーが
できます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 313)

はい

詳細はこちら

Service 
Quotas (p. 315)

一元的な場所
から、サービ
スクォータ (制
限とも呼ばれま
す) を表示および
管理します。

クォータ・
リクエス
ト・テン
プレートを
作成して、
組織のアカ
ウントの作
成時に自動
的にクォー
タの引き上
げをリクエ
ストできま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 316)

いいえ

AWS IAM 
Identity Center 
(successor 
to AWS 
Single Sign-
On) (p. 316)

すべてのアカウ
ントとクラウド
アプリケーショ
ンに対してシン
グルサインオン
サービスを提供
します。

ユーザーは
企業の認証
情報を使用
して AWS 
アクセス
ポータルに
サインイン
し、割り当
てられてい
る管理アカ
ウントまた
はメンバー
アカウント
内のリソー
スにアクセ
スできま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 317)

はい

詳細はこちら (p. 319)
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Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Systems 
Manager (p. 319)

AWS リソースの
可視性と制御を
可能にします。

Systems 
Manager 
Explorer を
使用するこ
とにより、
組織内の
すべての 
AWS アカ
ウント 間
でオペレー
ションデー
タを同期で
きます。

ま
た、Systems 
Manager 
Change 
Manager を
使用すれ
ば、委任管
理者アカウ
ントから、
組織内のす
べてのメン
バーアカウ
ントを対象
に、変更の
テンプレー
ト、承認、
レポート作
成を管理で
きます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 320)

はい

詳細はこちら (p. 322)

タグポリ
シー (p. 323)

組織のアカウン
トのリソース間
でタグを標準化
するのに役立ち
ます。

タグポリ
シーを作成
して特定の
リソースお
よびリソー
スタイプの
タグ付け
ルールを定
義し、その
ポリシーを
組織とアカ
ウントにア
タッチして
適用できま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 323)

いいえ
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Organizations と連携するサービス

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

AWS Trusted 
Advisor (p. 324)

Trusted Advisor 
では、お客様
の AWS 環境を
検査し、コス
ト削減、システ
ムの可用性とパ
フォーマンスの
向上、セキュリ
ティギャップの
解消につながる
推奨事項をお知
らせします。

Trusted 
Advisor 
チェックを
組織のすべ
ての AWS 
アカウント 
で実行して
ください。

はい

詳細は
こち

ら (p. 325)

はい

詳細はこちら (p. 326)

AWS Well-
Architected 
Tool (p. 326)

AWS Well-
Architected Tool 
は、ワークロー
ドの状態を文
書化し、それら
を最新の AWS 
アーキテクチャ
のベストプラク
ティスと比較す
るのに役立ちま
す。

AWS WA 
Tool と 
Organizations 
のどちらの
カスタマー
も、組織
の他のメ
ンバーと 
AWS WA 
Tool リソー
スを共有す
るプロセス
を簡素化で
きます。

はい

詳細は
こち

ら (p. 327)

いいえ

Amazon VPC 
IP アドレス
マネージャー
(IPAM) (p. 329)

IPAM は、AWS 
ワークロードの 
IP アドレスを
簡単に計画、追
跡、およびモニ
タリングできる 
VPC 機能です。

組織全体の 
IP アドレス
の使用状況
をモニタリ
ングし、メ
ンバーアカ
ウント間で 
IP アドレ
ス・プール
を共有しま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 330)

はい

詳細はこちら (p. 331)
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AWS Account Management

AWSサービス AWS 
Organizations 
で使用する
利点

信頼された
アクセスを
サポート

委任管理者をサポート

Reachability 
Analyzer (p. 331)

Reachability 
Analyzer は、仮
想プライベート
クラウド (VPC) 
内のソースリ
ソースと送信先
リソース間の接
続テストを実行
できるようにす
る設定分析ツー
ルです。

組織内のア
カウント間
のパスを追
跡できま
す。

はい

詳細は
こち

ら (p. 332)

はい

詳細はこちら (p. 333)

AWS Account Management および AWS 
Organizations
AWS Account Management は、組織のすべての AWS アカウントのアカウント情報とメタデータの管理に
役立ちます。組織の各メンバーアカウントの代替連絡先情報を設定、変更、または削除できます。

詳細については、AWS Account Management ユーザーガイドの「組織で AWS Account Management を使
用する」を参照してください。

AWS Account Management と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

Account Management で信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Account Management 
には AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Account Management を Organizations で信頼されたサービスとして
有効にすることができます。
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AWS Organizations ユーザーガイド
AWS Account Management

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal account.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Account Management で信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが AWS Account Management との信頼されたアクセス
を無効にできます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Account Management を Organizations で信頼されたサービスとして
無効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal account.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Account Management 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、指定されたアカウントのユーザーおよびロー
ルは組織のその他のメンバーアカウントの AWS アカウント メタデータを管理できるようになります。委
任された管理者アカウントを有効にしない場合、これらのタスクは組織の管理アカウントによってのみ実
行できます。この手法は、組織の管理からアカウントの詳細の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Account Management 
の委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます

アカウント管理で委任された管理者アカウントを有効にする手順については、AWS Account Management 
リファレンスガイドの「AWS Account Management の委任された管理者アカウントの有効化」を参照して
ください。
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AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$  aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal account.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

AWS Artifact および AWS Organizations
AWS Artifact は、ISO レポートや PCI レポートなど、AWS セキュリティコンプライアンスレポートをダ
ウンロードできるサービスです。AWS Artifact を使用することで、管理アカウントのユーザーは、新しい
レポートやアカウントが追加されたときでも、組織のすべてのメンバーアカウントに代わって契約を自動
的に受諾できます。メンバーアカウントのユーザーは、契約を表示およびダウンロードできます。詳細に
ついては、AWS Artifact ユーザーガイドの Managing an agreement for multiple accounts in AWS Artifact
を参照してください。

AWS Artifact と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、AWS Artifact はサポートされているオペレーションを組織内の
アカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、AWS Artifact と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

組織からメンバーアカウントを削除すると、このロールを削除または変更できますが、お勧めしません。

サービス間での混乱した代理などのセキュリティ上の問題を引き起こす可能性があるため、ロールの変
更は推奨されません。混乱した使節に対する保護の詳細については、「AWS Artifact ユーザーガイド」の
「Cross-service deputy prevention」(サービス間での使節の防止) を参照してください。

• AWSArtifactAccountSync

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定
義された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS Artifact によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• aws-artifact-account-sync.amazonaws.com
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AWS Artifact との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Artifact の行を探し、サービスの名前を選択してから、[Enable trusted 
access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Artifact の管理者に、コンソールを使用し
てそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになったことを知
らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Artifact を Organizations で信頼されたサービスとして有効にするこ
とができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal aws-artifact-account-sync.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS Artifact との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが AWS Artifact との信頼されたアクセスを無効にできま
す。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Artifact には、組織契約に関する処理を行うにあたり、AWS Organizations との信頼されたアクセス
が必要です。組織契約のために AWS Artifact を使用中に、AWS Organizations を使用して信頼されたアク
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セスを無効にすると、組織にアクセスできず、動作は停止します。AWS Artifact で受諾する組織契約は残
りますが、AWS Artifact でアクセスすることはできません。AWS Artifact で作成される AWS Artifact ロー
ルは残ります。その後、信頼されたアクセスを再度有効にすると、AWS Artifact は以前のように動作し続
けます。サービスを再設定する必要はありません。

スタンドアロンアカウントは組織から削除され、組織契約にアクセスできなくなります。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Artifact の行を探し、サービスの名前を選択します。
3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Artifact の管理者に、コンソールかツール

を使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるようになったこ
とを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Artifact を Organizations で信頼されたサービスとして無効にするこ
とができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal aws-artifact-account-sync.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWS Audit Manager および AWS Organizations
AWS Audit Manager を使用すると、AWS の使用状況を継続的に監査し、リスク評価、および規制や業界
標準とのコンプライアンスの評価の方法を簡素化できます。Audit Manager はエビデンスの収集を自動化
するため、ポリシー、手順、アクティビティが効果的に機能しているかどうかの評価が容易になります。
監査が実施される際には、Audit Manager を使用し、コントロールについてのステークホルダーレビュー
を管理できます。また、監査用のレポートの作成に費やす手間を大幅に削減できます。

Audit Manager をAWS Organizations と統合すれば、評価対象になっている組織の AWS アカウント を複
数含めることで、より広範な情報源からエビデンスを収集できます。
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詳細については、Audit Manager ユーザーガイドの Enable AWS Organizations を参照してください。

AWS Audit Manager と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Audit Manager はサポートされているオペレーションを組織内
のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Audit Manager と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合です。

Audit Manager でこのロールを使用する方法について詳しくは、AWS Audit Manager ユーザーガイドの
Using service-linked roles を参照してください。

• AWSServiceRoleForAuditManager

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Audit Manager によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• auditmanager.amazonaws.com

Audit Manager との信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

組織の委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Audit Manager には AWS 
Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

AWS Audit Manager コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼された
アクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Audit Manager コンソールまたは
ツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成
など、必要な構成が AWS Audit Manager で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効
化に AWS Audit Manager が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細に
ついては、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Audit Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、
これらのステップを実施する必要はありません。

Audit Manager コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたアクセスを有効にする手順については、AWS Audit Manager ユーザーガイドのセットアップを
参照してください。

Note

AWS Audit Manager コンソールを使用して委任管理者を設定する場合は、信頼されたアクセスは 
AWS Audit Manager によって自動的に有効になります。

265

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/setting-up.html#enabling-orgs
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/console-settings.html#settings-ao


AWS Organizations ユーザーガイド
AWS Audit Manager

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Audit Manager を Organizations で信頼されたサービスとして有効に
することができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Audit Manager との信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが AWS Audit Manager との信頼されたアクセスを無効に
できます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Audit Manager を Organizations で信頼されたサービスとして無効に
することができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Audit Manager 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、Audit Manager の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織
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の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から Audit 
Manager の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

次の許可を持つ Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Audit 
Manager の委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます。
audit-manager:RegisterAccount

Audit Manager 用に委任管理者アカウントを有効にする手順については、AWS Audit Manager ユーザーガ
イドのセットアップを参照してください。

AWS Audit Manager コンソールを使用して委任管理者を設定すると、信頼されたアクセスが Audit 
Manager によって自動的に有効になります。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$  aws audit-manager register-account \ 
    --delegated-admin-account 123456789012

• AWS SDK: 管理者アカウントを委任するには、RegisterAccount オペレーションを呼び出して
delegatedAdminAccount をパラメーターとして渡します。

AWS Backup および AWS Organizations
AWS Backup は、組織内の AWS Backup ジョブを管理およびモニタリングできるサービスです。組織の
管理アカウントのユーザーとしてサインインすると、AWS Backup を使用して組織全体のバックアップ
保護とモニタリングを有効にできます。バックアップポリシー (p. 166)を使用して、組織内のすべての
アカウントのリソースに AWS Backup 計画を一元的に適用することで、コンプライアンスを達成できま
す。AWS Backup と AWS Organizations を一緒に使用すると、次の利点が得られます。

保護

組織でバックアップポリシータイプを有効 (p. 87)にし、バックアップポリシーを作成 (p. 170)して、
組織のルート、OU、またはアカウントにアタッチできます。バックアップポリシーによって、AWS 
Backup プランと、そのプランを自動的にアカウントに適用するために必要なその他の詳細情報を組み
合わせることができます。アカウントに直接アタッチされたポリシーが、組織のルートおよび親 OU 
から継承された (p. 96)ポリシーとマージされて、アカウントに適用できる有効なポリシー (p. 180)を
作成します。ポリシーには、アカウントのリソースで AWS Backup を実行するアクセス許可を持つ 
IAM ロールの ID が含まれます。AWS Backup はその IAM ロールを使用し、有効なポリシーのバック
アッププランで指定されているとおりに、ユーザーに代わってバックアップを実行します。

モニタリング

組織で AWS Backupに対して信頼されたアクセスを有効にする (p. 240)と、AWS Backup コンソー
ルを使用して、組織内の任意のアカウントのバックアップ、復元、およびコピージョブの詳細を表示
できます。詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドの Monitor your backup jobs を参照し
てください。

AWS Backup の詳細については、「AWS Backup デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS Backup と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。
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AWS Backup との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Backup コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼されたアクセ
スを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Backup コンソールまたはツール
を使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成など、
必要な構成が AWS Backup で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に AWS 
Backup が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細については、この注
意 (p. 238)を参照してください。
AWS Backup コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、これら
のステップを実施する必要はありません。

AWS Backup を使用して信頼されたアクセスを有効にするには、AWS Backup デベロッパーガイドの
Enabling backup in multiple AWS アカウント を参照してください。

AWS Backup との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

組織のアカウント全体でジョブのバックアップ、復元、コピーのモニタリングを有効にするにあた
り、AWS Backup には AWS Organizations との信頼されたアクセスが必要です。信頼されたアクセス 
AWS Backup を無効にすると、現在のアカウント以外のジョブを表示できなくなります。AWS Backup で
作成される AWS Backup ロールは残ります。信頼されたアクセスを後で再度有効にすると、AWS Backup 
は以前のように動作し続けます。サービスを再設定する必要はありません。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Backup を Organizations で信頼されたサービスとして無効にするこ
とができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal backup.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWS Backup 用の委任管理者アカウントの有効化
「AWS Backup デベロッパーガイド」の「委任管理者」を参照してください。

268

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#enable-xaccount-management
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/disable-aws-service-access.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#backup-delegatedadmin


AWS Organizations ユーザーガイド
AWS CloudFormation StackSets

AWS CloudFormation StackSets と AWS 
Organizations
AWS CloudFormation StackSets を使用すると、1 回のオペレーションで複数の AWS アカウント と AWS 
リージョン を対象に、スタックを作成、更新、削除できます。StackSets と AWS Organizations の統合に
より、サービスマネージド型のアクセス許可が付与されたスタックセットの作成が可能になります。これ
には、各メンバーアカウントの、関連するアクセス許可を持つサービスにリンクされたロールが使用され
ます。これにより、組織内のメンバーアカウントにスタックインスタンスをデプロイできるようになりま
す。StackSets はユーザーに代わって各メンバーアカウントに IAM ロールを作成するため、必要な AWS 
Identity and Access Management ロールをユーザーが作成する必要はありません。また、将来組織に追加
されるアカウントへの自動デプロイを有効にすることもできます。

StackSets と Organizations 間の信頼されたアクセスが有効になっていると、管理アカウントには、組織
のスタックセットを作成および管理するためのアクセス許可が与えられます。管理アカウントは、委任管
理者として最大 5 つのメンバーアカウントを登録できます。信頼されたアクセスが有効になっていると、
組織のスタックセットを作成および管理するためのアクセス許可が委任管理者にも付与されます。サービ
スマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットは、委任された管理者によって作成されたスタック
セットを含む、管理アカウントに作成されます。

Important

委任された管理者は、組織内のアカウントにデプロイするための完全なアクセス許可を持ってい
ます。管理アカウントでは、特定の OU にデプロイしたり、特定のスタックセットの操作を実行
したりする、委任された管理者のアクセス許可を制限することはできません。

StackSets と Organizations の統合について詳しくは、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS 
CloudFormation StackSets の操作を参照してください。

AWS CloudFormation StackSets と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに
自動的に作成されます。このロールにより、AWS CloudFormation StackSets がサポートされているオペ
レーションを組織内のアカウントで実行できるようになります。

このロールを削除または変更できるのは、AWS CloudFormation StackSets と Organizations 間の信頼され
たアクセスを無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• 管理アカウント: AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember を組織
内のメンバーアカウントに作成するには、始めに管理アカウントにスタックセットを作成する必要があり
ます。これにより、スタックセットインスタンスが作成され、メンバーアカウントにロールが作成されま
す。

• メンバーアカウント: AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember

スタックセットの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS 
CloudFormation StackSet の操作」を参照してください。
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サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS CloudFormation StackSets に
よって使用されるサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付
与されます。

• 管理アカウント: stacksets.cloudformation.amazonaws.com

このロールを変更または削除できるのは、StackSets と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効に
した場合だけです。

• メンバーアカウント: member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com

アカウントのこのロールを変更または削除できるのは、 StackSets と Organizations 間の信頼されたア
クセスが無効になっている場合か、アカウントがターゲット組織または組織単位 (OU) から削除されて
いる場合だけです。

AWS CloudFormation StackSets との信頼されたアクセスの有効
化
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Organizations 管理アカウントの管理者のみが、他の AWS との信頼されたアクセスを有効にするアクセス
許可を持っています。AWS CloudFormation コンソールまたは Organizations コンソールを使用して、信
頼されたアクセスを有効にできます。

AWS CloudFormation StackSets だけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

AWS CloudFormation StackSets コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にします。を参照し
てください。

AWS CloudFormation StackSets との信頼されたアクセスの無効
化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations 管理アカウントの管理者のみが、他の AWS サービスとの信頼されたアクセスを無効にする
アクセス許可を持っています。信頼されたアクセスの無効化には、Organizations コンソールを使用する必
要があります。StackSets の使用中に Organizations との信頼されたアクセスを無効にすると、以前に作成
されたすべてのスタックインスタンスが保持されます。ただし、サービスにリンクされたロールのアクセ
ス許可を使用してデプロイされたスタックセットは、Organizations によって管理されるアカウントへのデ
プロイを実行できなくなります。

AWS CloudFormation コンソールまたは Organizations コンソールを使用して、信頼されたアクセスを無
効にできます。

Important

信頼できるアクセスをプログラムで (AWS CLI や API などを使用して) 無効にする場合は、アク
セス許可が削除されることに注意してください。AWS CloudFormation コンソールで信頼された
アクセスを無効にすることをお勧めします。
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信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで、AWS CloudFormation StackSet の行を探し、サービスの名前を
選択します。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS CloudFormation StackSets の管理者に、

コンソールまたはツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停
止できるようになったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS CloudFormation StackSets を Organizations で信頼されたサービスと
して無効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal stacksets.cloudformation.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWS CloudFormation StackSets 用の委任管理者アカウントの有
効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、AWS CloudFormation StackSets の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アク
ションは、組織の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管
理から AWS CloudFormation StackSets の管理を分離するのに有効です。

メンバーアカウントを組織の AWS CloudFormation StackSets の委任管理者として指定する手順について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドの委任された管理者の登録を参照してください。

AWS CloudTrail および AWS Organizations
AWS CloudTrail は、AWS アカウント のガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査を
行えるように支援する AWS サービスです。AWS CloudTrail を使用すると、管理アカウントのユーザー
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は組織の証跡を作成して、組織のすべての AWS アカウント に関するすべてのイベントをログに記録でき
ます。組織の証跡は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウン
トは組織の証跡を表示できますが、これを変更または削除することはできません。デフォルトでは、メン
バーアカウントは Amazon S3 バケット内にある組織の証跡のログファイルにはアクセスできません。こ
れにより、組織内のすべてのアカウントに対してイベントのログ記録戦略を一律に適用および実施できま
す。

組織の証跡については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの組織の証跡の作成を参照してください。

AWS CloudTrail と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、CloudTrail はサポートされているオペレーションを組織内のア
カウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、CloudTrail と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効にし
た場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForCloudTrail

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。CloudTrail によって使用されるサー
ビスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• cloudtrail.amazonaws.com

CloudTrail との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS CloudTrail コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼されたア
クセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS CloudTrail コンソールまたはツー
ルを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成な
ど、必要な構成が AWS CloudTrail で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に 
AWS CloudTrail が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細について
は、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS CloudTrail コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、これ
らのステップを実施する必要はありません。

組織の証跡を作成するには、AWS Organizations 管理アカウントでサインインする必要があります。AWS 
CloudTrail コンソールから証跡を作成する場合は、信頼されたアクセスが自動的に設定されます。AWS 
CLI または AWS API を使用して組織の証跡を作成することを選択した場合は、信頼されたアクセスを手動
で設定する必要があります。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの Enabling CloudTrail as a 
trusted service in AWS Organizationsを参照してください。
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信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS CloudTrail を Organizations で信頼されたサービスとして有効にする
ことができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal cloudtrail.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

CloudTrail との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS CloudTrail には、組織の証跡に関する処理を行うにあたり、AWS Organizations との信頼されたアク
セスが必要です。組織の証跡のために AWS CloudTrail を使用している最中に、AWS Organizations を使
用して信頼されたアクセスを無効にすると、CloudTrail が組織にアクセスできなくなるため、メンバーア
カウントでの証跡は機能しなくなります。組織の証跡、および CloudTrail と AWS Organizations の統合の
ために作成された AWSServiceRoleForCloudTrail ロールは残ります。信頼されたアクセスを再度有
効にすると、CloudTrail は以前と同様のオペレーションを再開します。証跡を再設定する必要はありませ
ん。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが AWS CloudTrail との信頼されたアクセスを無効にで
きます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS CloudTrail の行を探し、サービスの名前を選択します。
3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS CloudTrail の管理者に、コンソールかツー

ルを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるようになった
ことを知らせます。
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AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS CloudTrail を Organizations で信頼されたサービスとして無効にする
ことができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal cloudtrail.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

CloudTrail 用の委任管理者アカウントの有効化
Organizations で CloudTrail を使用する場合、CloudTrail の委任管理者として組織内の任意のアカウントを
登録できます。このアカウントは、組織に代わって組織の証跡やイベントデータストアを管理できます。
委任管理者は、管理アカウントと同じ管理タスクを CloudTrail で実行できる組織のメンバーアカウントで
す。

最小アクセス許可

CloudTrail の委任管理者を登録できるのは、Organizations 管理アカウントの管理者だけです。

CloudTrail コンソール、あるいは Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI または SDK 
オペレーションを使用して委任管理者アカウントを登録できます。CloudTrail コンソールを使用して委任
管理者を登録するには、「Add a CloudTrail delegated administrator」(委任管理者を登録する) を参照して
ください。

CloudTrail 用の委任された管理者の無効化
CloudTrail の委任管理者を削除できるのは、Organizations 管理アカウントの管理者だけです。CloudTrail 
コンソール、あるいは Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI または SDK オペ
レーションを使用して、委任管理者を削除できます。CloudTrail コンソールを使用して委任管理者を削除
する方法については、「Remove a CloudTrail delegated administrator」(CloudTrail の委任管理者を削除す
る) を参照してください。

AWS Compute Optimizer および AWS Organizations
AWS Compute Optimizer は、AWS リソースの設定と使用率のメトリクスを分析するサービスです。リ
ソースの例には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスや Auto Scaling グループが
あります。Compute Optimizer は、リソースが最適かどうかを報告します。また、コストを削減し、ワー
クロードのパフォーマンスを向上させるための最適化に関する推奨事項を生成します。Compute Optimizer 
について詳しくは、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドを参照してください。

AWS Compute Optimizer と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Compute Optimizer はサポートされているオペレーションを組
織内のアカウントで実行できます。
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このロールを削除または変更できるのは、Compute Optimizer と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForComputeOptimizer

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Compute Optimizer によって使用さ
れるサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• compute-optimizer.amazonaws.com

Compute Optimizer との信頼されたアクセスを有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Compute Optimizer コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼
されたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Compute Optimizer コンソールま
たはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの
作成など、必要な構成が AWS Compute Optimizer で実行可能になります。ここに示す手順は、
統合の有効化に AWS Compute Optimizer が提供するツールを使用できない場合にのみ実施して
ください。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Compute Optimizer コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Compute Optimizer コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

組織の管理アカウントを使用して Compute Optimizer コンソールにサインインする必要があります。組織
を代表してオプトインするには、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドのアカウントにオプトインす
るの指示に従います。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Compute Optimizer の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Compute Optimizer の管理者に、コンソー
ルを使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになっ
たことを知らせます。
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AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Compute Optimizer を Organizations で信頼されたサービスとして有
効にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Compute Optimizer との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが AWS Compute Optimizer との信頼されたアクセスを
無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Compute Optimizer を Organizations で信頼されたサービスとして無
効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Compute Optimizer の委任された管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、指定されたアカウントのユーザーおよびロー
ルは組織のその他のメンバーアカウントの AWS アカウント メタデータを管理できるようになります。委
任された管理者アカウントを有効にしない場合、これらのタスクは組織の管理アカウントによってのみ実
行できます。この手法は、組織の管理からアカウントの詳細の管理を分離するのに有効です。
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最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Computer Optimizer の
委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます

Compute Optimizer の委任された管理者アカウントを有効にする手順については、AWS Compute 
Optimizer ユーザーガイドの https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-
administrator-account.html を参照してください。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$  aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

Compute Optimizer の委任された管理者の無効化
Compute Optimizer の委任された管理者を設定できるのは、組織管理アカウントの管理者だけです。

Compute Optimizer コンソールを使用して、委任された管理者 Compute Optimizer アカウントを無効に
するには、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドの https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/ 
latest/ug/delegate-administrator-account.html を参照してください。

AWS AWS CLI を使用して、委任された管理者を削除するには、AWS AWS CLI コマンドリファレンスの
「deregister-delegated-administrator」を参照してください。

AWS Config および AWS Organizations
AWS Config のマルチアカウント、マルチリージョンのデータ集約を使用すると、複数のアカウントと 
AWS リージョン の AWS Config データを 1 つのアカウントに集約できます。マルチアカウント、マルチ
リージョンのデータ集約は、中央の IT 管理者がエンタープライズの複数の AWS アカウント のコンプライ
アンスをモニタリングするうえで役立ちます。アグリゲータは、複数のソースアカウントとリージョンか
ら AWS Config データを収集する、AWS Config のリソースタイプです。集約された AWS Config データ
を表示するリージョンで、アグリゲータを作成します。アグリゲータの作成中、個々のアカウント ID、ま
たは組織の追加を選択できます。AWS Config の詳細については、AWS Config デベロッパーガイドを参照
してください。

AWS Config API を使用して、組織のすべての AWS アカウント 全体で AWS Config ルールを管理するこ
ともできます。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの組織のすべてのアカウント全体で 
AWS Config ルールを有効にするを参照してください。

AWS Config と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織のアカウントに作成さ
れます。このロールにより、AWS Config はサポートされているオペレーションを組織内のアカウントで
実行できます。
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• AWSServiceRoleForConfig

このロールは、マルチアカウントアグリゲータを作成して AWS Config を組織内で有効にすると作成され
ます。ロールの選択または作成と、名前の指定が AWS Config から要求されます。名前は自動生成されま
せん。

このロールを削除または変更できるのは、AWS Config と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効に
した場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

AWS Config との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Config コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼されたアクセ
スを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Config コンソールまたはツール
を使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成など、
必要な構成が AWS Config で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に AWS 
Config が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細については、この注
意 (p. 238)を参照してください。
AWS Config コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、これら
のステップを実施する必要はありません。

AWS Config コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Config を使用して AWS Organizations への信頼されたアクセスを有効にするには、マルチアカウ
ントアグリゲータを作成し、組織を追加します。マルチアカウントアグリゲータの設定方法について
は、AWS Config デベロッパーガイドのコンソールを使用したアグリゲータのセットアップを参照してく
ださい。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Config の行を探し、サービスの名前を選択してから、[Enable trusted 
access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Config の管理者に、コンソールを使用し
てそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになったことを知
らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには
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信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Config を Organizations で信頼されたサービスとして有効にすること
ができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal config.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS Config との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Config を Organizations で信頼されたサービスとして無効にすること
ができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal config.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWS Control Tower および AWS Organizations
AWS Control Tower は、規範的なベスト プラクティスに従って、AWS マルチアカウント環境をセット
アップおよび管理するための簡単な方法を提供します。AWS Control Tower オーケストレーションは 
AWS Organizations の機能を拡張します。 AWS Control Tower は、組織やアカウントがベストプラクティ
スから逸脱 (ドリフト) しないようにするために、予防的および発見的な制御 (ガードレール) を適用しま
す。

AWS Control Tower オーケストレーションは、AWS Organizations の機能を拡張します。

詳細については、AWS Control Tower ユーザーガイドを参照してください。

AWS Control Tower と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。
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統合に必要な役割
AWSControlTowerExecution ロールは、登録されたすべてのアカウントに存在する必要があります。
これにより AWS Control Tower が個々のアカウントを管理し、それらのアカウントに関する情報を監査ア
カウントおよびログアーカイブアカウントに報告できるようにするものです。

AWS Control Tower で使用されるロールの詳細については、「AWS Control Tower がロールを使用して
アカウントを作成および管理する方法」および「AWS Control Tower 用のアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) の使用」を参照してください。

AWS Control Tower によって使用されるサービスプリンシパル
AWS Control Tower は、controltower.amazonaws.com サービスプリンシパルを使用します。

AWS Control Tower との信頼されたアクセスの有効化
AWS Control Tower は、信頼できるアクセスを使用して、予防管理のためのドリフトを検出し、ドリフト
を引き起こすアカウントと OU の変更を追跡します。

信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

Organizations コンソールから信頼されたアクセスを有効にするには、AWS Control Tower の隣の Enable 
access を選択します。

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Control Tower を Organizations で信頼されたサービスとして有効に
することができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal controltower.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS Control Tower との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。
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AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Control Tower を Organizations で信頼されたサービスとして無効に
することができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal controltower.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Amazon Detective および AWS Organizations
Amazon Detective がログデータを使用して可視化を生成することにより、セキュリティに関する検出結果
や疑わしいアクティビティの根本原因を分析、調査、および特定できるようになります。

AWS Organizations を使用すると、すべての組織アカウントのアクティビティを Detective の動作グラフ
で可視化できるようになります。

Detective への信頼されたアクセスを許可すると、組織のメンバーシップに変更があった場合、Detective 
サービスが自動的に対応します。委任管理者が、任意の組織アカウントを動作グラフのメンバーアカウン
トとして有効にできます。Detective では、新しい組織アカウントをメンバーアカウントとして自動的に有
効化することもできます。組織アカウントの動作グラフとの関連付けを解除することはできません。

詳細については、「Amazon Detective 管理ガイド」の「Using Amazon Detective in your organization」
(組織内で Amazon Detective を使用する) を参照してください。

Amazon Detective と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Detective はサポートされているオペレーションを組織内のアカ
ウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Detective と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効にし
た場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForDetective

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Detective によって使用されるサービ
スにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• detective.amazonaws.com
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Detective との信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Note

Amazon Detective の委任管理者を指定すると、組織の Detective に対する信頼されたアクセスが
自動的に有効になります。
組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Detective には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

AWS Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで Amazon Detective の行を探し、サービスの名前を選択してか
ら、[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Amazon Detective の管理者に、コンソールを使
用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになったこと
を知らせます。

Detective との信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが Amazon Detective との信頼されたアクセスを無効に
できます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで Amazon Detective の行を探し、サービスの名前を選択します。
3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Amazon Detective の管理者に、コンソールか

ツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるように
なったことを知らせます。
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Detective 用の委任管理者アカウントの有効化
Detective 用の委任管理者アカウントは、Detective 動作グラフの管理者アカウントになります。委任管理
者は、その動作グラフのメンバーアカウントとして有効または無効にする組織アカウントを決定します。
委任管理者は、新しい組織アカウントが組織に追加されたときに、メンバーアカウントとして自動的に
有効にするように Detective を設定できます。委任管理者が組織アカウントを管理する方法については、
「Amazon Detective 管理ガイド」の「組織アカウントをメンバーアカウントとして管理する」を参照して
ください。

Detective 用の委任管理者を設定できるのは、組織管理アカウントの管理者だけです。

委任管理者アカウントを指定する場合は、Detective コンソールまたは API を介して、あるいは 
Organizations CLI または SDK オペレーションを使用して行います。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Detective の委任管理者
としてメンバーアカウントを設定できます

Detective コンソールまたは API を使用して委任管理者を設定するには、「Amazon Detective 管理ガイ
ド」の「組織の Detective 管理者アカウントの指定」を参照してください。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$ aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal detective.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

Detective 用の委任管理者の無効化
委任管理者アカウントを削除する場合は、Detective コンソールまたは API を使用して、あるいは 
Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI または SDK オペレーションを使用して行い
ます。Detective コンソールまたは API、あるいは Organizations API を使用して委任管理者を削除する方
法については、「Amazon Detective 管理ガイド」の「組織の Detective 管理者アカウントの指定」を参照
してください。

Amazon DevOps Guru および AWS Organizations
Amazon DevOps Guru は、運用データとアプリケーションのメトリクスおよびイベントを分析し、通常の
運用パターンから逸脱する動作を特定します。DevOps Guru が運用上の問題またはリスクを検出すると、
ユーザーに通知されます。

DevOps Guru を使用すると AWS Organizations でマルチアカウントサポートが有効になるため、メン
バーアカウントを指定して、組織全体のインサイトを管理できます。この委任管理者は、組織内のすべて
のアカウントから取得したインサイトを表示、ソート、フィルタリングして、追加のカスタマイズを必要
とせずに、組織内のすべてのモニタリング対象アプリケーションの状態に関する全体像を作成できます。

詳細については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「組織全体のアカウントをモニタリングす
る」を参照してください。
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Amazon DevOps Guru と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、DevOps Guru はサポートされているオペレーションを組織内の
アカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、DevOps Guru と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForDevOpsGuru

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。DevOps Guru によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• devops-guru.amazonaws.com

詳細については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「DevOps Guru で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。

DevOps Guru との信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Note

Amazon DevOps Guru の委任管理者を指定すると、組織の DevOps に対する信頼されたアクセス
が自動的に有効になります。
組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、DevOps Guru 
には AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。
Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に Amazon DevOps Guru のコンソールま
たはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの
作成など、必要な設定が Amazon DevOps Guru で実行可能になります。ここに示す手順は、統
合の有効化に Amazon DevOps Guru が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してくださ
い。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。

AWS Organizations コンソールまたは Amazon DevOps Guru コンソールを使用して、信頼されたアクセス
を有効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで Amazon DevOps Guru の行を探し、サービスの名前を選択してか
ら、[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。
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3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Amazon DevOps Guru の管理者に、コンソール
を使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになった
ことを知らせます。

DevOps Guru console

DevOps Guru コンソールを使用してサービスへの信頼されたアクセスを有効にするには

1. 管理アカウントに管理者としてサインインし、DevOps Guru コンソール (Amazon DevOps Guru 
コンソール) を開きます。

2. [Enable trusted access (信頼されたアクセスを有効にする)] を選択します。

DevOps Guru との信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが Amazon DevOps Guru との信頼されたアクセスを無効
にできます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで Amazon DevOps Guru の行を探し、サービスの名前を選択しま
す。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Amazon DevOps Guru の管理者に、コンソール

かツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるように
なったことを知らせます。

DevOps Guru 用の委任管理者アカウントの有効化
DevOps Guru 用の委任管理者アカウントは、組織から DevOps Guru にオンボーディングされているすべ
てのメンバーアカウントから取得したインサイトデータを表示できます。委任管理者が組織アカウントを
管理する方法については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「組織全体のアカウントをモニタ
リングする」を参照してください。

DevOps Guru 用の委任管理者を設定できるのは、組織管理アカウントの管理者だけです。

委任管理者アカウントを指定する場合は、DevOps Guru コンソールを介して、あるいは Organizations
RegisterDelegatedAdministrator CLI または SDK オペレーションを使用して行います。
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最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で DevOps Guru の委任管
理者としてメンバーアカウントを設定できます

DevOps Guru console

DevOps Guru コンソールで委任管理者を設定するには

1. 管理アカウントに管理者としてサインインし、DevOps Guru コンソール (Amazon DevOps Guru 
コンソール) を開きます。

2. [Register delegated administrator (委任管理者の登録)] を選択します。管理アカウントまたは任意
のメンバーアカウントのいずれかを、委任管理者として選択できます。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$ aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal devops-guru.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

DevOps Guru 用の委任管理者の無効化
DevOps Guru コンソール、あるいは Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI または 
SDK オペレーションを使用して、委任管理者を削除できます。DevOps Guru コンソールを使用して委任
管理者を削除する方法については、「Amazon DevOps Guru ユーザーガイド」の「組織全体のアカウント
をモニタリングする」を参照してください。

AWS Directory Service および AWS Organizations
Microsoft Active Directory 向け AWS Directory Service、あるいは AWS Managed Microsoft AD を使用
すると、Microsoft Active Directory (AD) をマネージドサービスとして実行できます。AWS Directory 
Service では、AWS クラウド内のディレクトリのセットアップと実行、既存のオンプレミス Microsoft 
Active Directory との AWS リソースの接続が容易です。また、AWS Managed Microsoft AD は AWS 
Organizations と密接に統合されているため、複数の AWS アカウント 間、およびリージョンの任意の 
VPC 内でシームレスにディレクトリを共有できます。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイ
ドを参照してください。

AWS Directory Service と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

AWS Directory Service との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Directory Service コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼さ
れたアクセスを有効にできます。
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Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Directory Service コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作
成など、必要な構成が AWS Directory Service で実行可能になります。ここに示す手順は、統合
の有効化に AWS Directory Service が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してくださ
い。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Directory Service コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS Directory Service コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

ディレクトリを共有するには、AWS Directory Service 管理ガイドのディレクトリの共有を参照してくだ
さい。ディレクトリを共有すると、信頼されたアクセスが自動的に有効になります。詳細な手順について
は、Tutorial: Sharing Your AWS Managed Microsoft AD Directory を参照してください。

AWS Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Directory Service の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Directory Service の管理者に、コンソール
を使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになった
ことを知らせます。

AWS Directory Service との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Directory Service の使用中に、AWS Organizations を使用して信頼されたアクセスを無効にした場
合、それまでに共有したすべてのディレクトリは通常どおりに動作を続けます。ただし、信頼されたアク
セスを再度有効化するまでは、組織内で新しいディレクトリを共有することはできなくなります。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にできます。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Directory Service の行を探し、サービスの名前を選択しま
す。
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3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Directory Service の管理者に、コンソール

かツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるように
なったことを知らせます。

AWS Firewall Manager および AWS Organizations
AWS Firewall Manager は、組織内の AWS アカウント とアプリケーションを対象に、ファイアウォール
ルールやその他の保護を一元的に設定、管理するセキュリティ管理サービスです。Firewall Manager を使
用して、AWS WAF ルールのロールアウト、AWS Shield Advanced 保護の作成、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) セキュリティグループの設定と監査、AWS Network Firewall デプロイを行うことが
できます。Firewall Manager を使用すれば、保護を一度設定するだけで、新しいリソースやアカウントが
追加されているかどうかにかかわらず、組織内のすべてのアカウントとリソースに保護が自動的に適用さ
れます。AWS Firewall Manager の詳細については、「AWS Firewall Manager デベロッパーガイド」を参
照してください。

AWS Firewall Manager と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Firewall Manager はサポートされているオペレーションを組織
内のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Firewall Manager と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForFMS

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Firewall Manager によって使用され
るサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• fms.amazonaws.com

Firewall Manager との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Firewall Manager コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼さ
れたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Firewall Manager コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作
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成など、必要な構成が AWS Firewall Manager で実行可能になります。ここに示す手順は、統合
の有効化に AWS Firewall Manager が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してくださ
い。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Firewall Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS Organizations 管理アカウントでサインインし、組織内のアカウントを AWS Firewall Manager の管
理者アカウントとして設定する必要があります。詳細については、AWS Firewall Manager デベロッパーガ
イドの Set the AWS Firewall Manager Administrator Account を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Firewall Manager の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Firewall Manager の管理者に、コンソール
を使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになった
ことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Firewall Manager を Organizations で信頼されたサービスとして有効
にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal fms.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Firewall Manager との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Firewall Manager または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にできま
す。
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Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Firewall Manager コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Firewall Manager は、サー
ビスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実行できま
す。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Firewall Manager が提供するツールを使用できな
い場合にのみ実施してください。
AWS Firewall Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Firewall Manager コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Firewall Manager 管理者アカウントの変更および取り消しを行うには、AWS Firewall Manager デベ
ロッパーガイドの Designating a Different Account as the AWS Firewall Manager Administrator Account の
指示に従います。

管理者アカウントを無効にするには、AWS Organizations 管理アカウントにサインインし、AWS Firewall 
Manager の新しい管理者アカウントを設定する必要があります。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Firewall Manager の行を探し、サービスの名前を選択しま
す。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Firewall Manager の管理者に、コンソール

かツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるように
なったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Firewall Manager を Organizations で信頼されたサービスとして無効
にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal fms.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
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• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Firewall Manager 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロールは、 
Firewall Manager の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織の
管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から Firewall 
Manager の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Firewall Manager の委任
管理者としてメンバーアカウントを設定できます。

組織の Firewall Manager 管理者にメンバーアカウントを指定する方法については、AWS Firewall Manager 
デベロッパーガイドの Set the AWS Firewall Manager Administrator Account を参照してください。

Amazon GuardDuty と AWS Organizations
Amazon GuardDuty は、さまざまなデータソースを分析および処理する継続的セキュリティモニタリング
サービスです。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 環境内の予期しないアク
ティビティ、不正の可能性があるアクティビティ、悪意のあるアクティビティを識別します。これには、
権限のエスカレーション、公開された認証情報の使用、悪意のある IP アドレス、URL、またはドメインと
の通信、Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスおよびコンテナ ワークロードでのマルウェアの存
在などの問題が含まれる場合があります。

Organizations を使用し、組織のすべてのアカウントを対象に GuardDuty を管理することで、GuardDuty 
の管理を簡素化できます。

詳細については、Amazon GuardDuty ユーザーガイドの Managing GuardDuty accounts with AWS 
Organizations を参照してください。

Amazon GuardDuty と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、GuardDuty はサポートされているオペレーションを組織内の組
織アカウントで実行できます。このロールを削除できるのは、GuardDuty と Organizations 間の信頼され
たアクセスを無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされたロールは、GuardDuty を
Organizations と統合したアカウントで自動的に作成されます。詳細については、Amazon GuardDuty 
ユーザーガイドの Managing GuardDuty accounts with Organizations を参照してください。

• AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy サービスにリンクされたロール
は、GuardDuty Malware Protection が有効になっているアカウントで自動的に作成されます。詳細につ
いては、Amazon GuardDuty ユーザーガイドの GuardDuty マルウェア保護のためのサービスにリンクさ
れたロールの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で使用されるサービスプリンシパ
ル
• guardduty.amazonaws.com、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされた

ロールによって使用される。
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• malware-
protection.guardduty.amazonaws.com、AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy
サービスにリンクされたロールによって使用される。

GuardDuty との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Amazon GuardDuty だけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

組織の GuardDuty の委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Amazon GuardDuty には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。GuardDuty コンソールを使用して委任管理者を
設定すると、信頼されたアクセスが GuardDuty によって自動的に有効になります。

ただし、AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定する場合は、明示的に
EnableAWSServiceAccess オペレーションを呼び出し、サービスプリンシパルをパラメーターとして渡し
ます。次に、EnableOrganizationAdminAccount を呼び出し、GuardDuty の管理者アカウントを委任しま
す。

GuardDuty との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Organizations で信頼されたサービスとして Amazon GuardDuty を無効に
することができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal guardduty.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

GuardDuty 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、GuardDuty の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織の管理
アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から GuardDuty の管
理を分離するのに有効です。
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最小アクセス許可

メンバーアカウントを委任管理者として指定するために必要なアクセス許可については、Amazon 
GuardDuty ユーザーガイドの委任された管理者の指定に必要な権限を参照してください。

GuardDuty の委任管理者としてメンバーアカウントを指定するには

Designate a delegated administrator and add member accounts (console)、および Designate a delegated 
administrator and add member accounts (API) を参照してください。

AWS Health および AWS Organizations
AWS Health は、リソースパフォーマンスと、AWS サービスおよびアカウントの可用性を継続的に可視化
します。AWS Health は、AWS の利用中のリソースとサービスに、現在生じている問題や、将来的に予定
されている変更が影響を及ぼす場合に、イベントを配信します。組織ビューを有効にすると、組織の管理
アカウントのユーザーは、組織内のアカウント全体の AWS Health イベントを集計できます。組織ビュー
に表示される AWS Health イベントは、この機能を有効にした後に配信されたものに限られ、ビューに 90 
日間保持されます。

組織ビューを有効にするには、AWS Health コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS 
Health API のいずれかを使用します。

詳細については、AWS Health ユーザーガイドの AWS Health イベントの集計を参照してください。

AWS Health と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、AWS Health はサポートされているオペレーションを組織内の
アカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、AWS Health と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効に
した場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForHealth_Organizations

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定
義された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS Health によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• health.amazonaws.com

AWS Health との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Health の組織ビュー機能を有効にすると、信頼されたアクセスは自動的に有効になります。

AWS Health コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼されたアクセ
スを有効にできます。
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Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Health コンソールまたはツール
を使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成など、
必要な構成が AWS Health で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に AWS 
Health が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細については、この注
意 (p. 238)を参照してください。
AWS Health コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、これら
のステップを実施する必要はありません。

AWS Health コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたアクセスを有効にするには、AWS Health と次のいずれかのオプションを使用します。

• AWS Health コンソールを使用します。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの組織ビュー (コ
ンソール) を参照してください。

• AWS CLI を使用します。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの組織ビュー (CLI) を参照して
ください。

• EnableHealthServiceAccessForOrganization API オペレーションを呼び出します。

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Health を Organizations で信頼されたサービスとして有効にすること
ができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal health.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS Health との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

組織ビュー機能を無効にすると、AWS Health は組織の他のアカウントすべてでイベントの集計を停止し
ます。また、信頼されたアクセスは自動的に無効になります。

AWS Health または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にできます。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Health コンソールまたはツール
を使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Health は、サービスで不要になっ
たリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実行できます。ここに示す手
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順は、統合の無効化に AWS Health が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してくださ
い。
AWS Health コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする場合、これら
のステップを実施する必要はありません。

AWS Health コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

信頼されたアクセスを無効にする方法には次のようなものがあります。

• AWS Health コンソールを使用します。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの組織ビューの無
効化 (コンソール) を参照してください。

• AWS CLI を使用します。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの組織ビューの無効化 (CLI) を
参照してください。

• DisableHealthServiceAccessForOrganization API オペレーションを呼び出します。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Health を Organizations で信頼されたサービスとして無効にすること
ができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal health.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Amazon Inspector および AWS Organizations
Amazon Inspector は、Amazon EC2 とコンテナのワークロードを継続的にスキャンして、ソフトウェアの
脆弱性や意図しないネットワークの公開 (ネットワークエクスポージャー) を検出する、自動化された脆弱
性管理サービスです。

Amazon Inspector を使用して Amazon Inspector 用の管理者アカウントを委任するだけで、AWS 
Organizations を介して関連付けられた複数のアカウントを管理できます。委任管理者は、組織の Amazon 
Inspector を管理し、組織に代わって次のようなタスクを実行するための特別なアクセス許可が付与されま
す。

• メンバーアカウントへのスキャンを有効または無効にする
• 組織全体の集約された調査結果データを表示する
• 抑制ルールを作成して管理する

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「AWS Organizations で複数のアカウントを管
理する」を参照してください。

Amazon Inspector と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

295

https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/enable-organizational-view-in-health-console.html#disabling-organizational-view-console
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/enable-organizational-view-in-health-console.html#disabling-organizational-view-console
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/enable-organizational-view-from-aws-command-line.html#disabling-organizational-view
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/APIReference/API_DisableHealthServiceAccessForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/disable-aws-service-access.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/managing-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/managing-multiple-accounts.html


AWS Organizations ユーザーガイド
Amazon Inspector

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Amazon Inspector は、サポートされているオペレーションを組
織内の組織のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Amazon Inspector と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForAmazonInspector2

詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「Amazon Inspector で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。

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Amazon Inspector によって使用され
るサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• inspector2.amazonaws.com

Amazon Inspector との信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Amazon Inspector には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

Amazon Inspector の委任管理者を指定すると、組織の Amazon Inspector に対する信頼されたアクセスが
自動的に有効になります。

ただし、AWS CLI または AWS SDK のいずれかを使用して委任管理者アカウントを設定する場合は、明示
的に EnableAWSServiceAccess オペレーションを呼び出し、サービスプリンシパルをパラメータとし
て指定します。次に、EnableDelegatedAdminAccount を呼び出して Inspector 管理者アカウントを委
任します。

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Amazon Inspector を Organizations で信頼されたサービスとして有効にす
ることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
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    --service-principal inspector2.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Note

EnableAWSServiceAccess API を使用している場合、EnableDelegatedAdminAccount も
呼び出して Inspector 管理者アカウントを委任する必要があります。

Amazon Inspector との信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけが Amazon Inspector との信頼されたアクセスを無効にで
きます。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Organizations で信頼されたサービスとして Amazon Inspector を無効にす
ることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal inspector2.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Amazon Inspector 用の委任管理者アカウントの有効化
Amazon Inspector では、AWS Organizations サービスで委任された管理者を使用して、組織内の複数のア
カウントを管理できます。

AWS Organizations 管理アカウントは、組織内のアカウントを Amazon Inspector 用の委任管理者アカウン
トとして指定します。委任管理者は、組織の Amazon Inspector を管理し、組織に代わってタスクを実行す
るための特別なアクセス許可が付与されます。タスクには、メンバーアカウントのスキャンの有効化また
は無効化、組織全体の集約された調査結果データの表示、抑制ルールの作成および管理などが含まれます

委任管理者が組織アカウントを管理する方法については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「管理
者とメンバーアカウントの関係について」を参照してください。

Amazon Inspector 用の委任管理者を設定できるのは、組織管理アカウントの管理者だけです。
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委任管理者アカウントを指定する場合は、Amazon Inspector コンソールまたは API を介して、あるいは 
Organizations CLI または SDK オペレーションを使用して行います。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Amazon Inspector の委
任管理者としてメンバーアカウントを設定できます

Amazon Inspector コンソールを使用して委任管理者を設定するには、「Amazon Inspector ユーザーガイ
ド」の「ステップ 1: Amazon Inspector を有効にする – Multi-account environment」を参照してください。

Note

Amazon Inspector を使用する各リージョン
で、inspector2:enableDelegatedAdminAccount を呼び出す必要があります。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$ aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal inspector2.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

Amazon Inspector 用の委任管理者の無効化
組織から委任管理者アカウントを削除できるのは、AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけで
す。

委任管理者を削除する場合は、Amazon Inspector コンソールまたは API を介して、あるいは 
Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI または SDK オペレーションを使用して行
います。Amazon Inspector コンソールを使用して委任管理者を削除するには、「Amazon Inspector ユー
ザーガイド」の「委任管理者の削除」を参照してください。

AWS License Manager および AWS Organizations
{AWS License Manager}は、ソフトウェアベンダーのライセンスをクラウドに移動するプロセスを効率化
します。AWS でクラウドインフラストラクチャを構築するときに、Bring-Your-Own-License (BYOL) によ
る機会を使用してコストを削減できます。つまり、クラウドリソースで使用するように既存のライセンス
インベントリの用途を変更します。管理者は、ライセンスの使用でルールベースのコントロールを使用す
ることにより、新規および既存のクラウドのデプロイにソフト制限またはハード制限を設定し、準拠して
いないサーバーの使用を事前に停止できます。

License Manager について詳しくは、License Manager ユーザーガイドを参照してください。

License Manager を AWS Organizations とリンクすると、次のことが可能になります。

• 組織全体でコンピューティングリソースのクロスアカウントの検出を有効にすることができます。
• 所有して AWS に実行している商用 Linux サブスクリプションを表示および管理します。詳細について

は、「AWS License Manager の Linux サブスクリプション」を参照してください。
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AWS License Manager と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、次の「サービスにリンクされたロール」が組織の管理アカウントに
自動的に作成されます。これらのロールにより、License Manager はサポートされているオペレーション
を組織内のアカウントで実行できます。

ロールを削除または変更できるのは、License Manager と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合のみです。

• AWSLicenseManagerMasterAccountRole
• AWSLicenseManagerMemberAccountRole
• AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole
• AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService

詳細については、「License Manager における管理アカウントロール」、「License Manager におけるメ
ンバーアカウントロール」、「License Manager における Linux サブスクリプションロール」を参照して
ください。

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。License Manager によって使用され
るサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• license-manager.amazonaws.com
• license-manager.member-account.amazonaws.com
• license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com

License Manager との信頼されたアクセスの有効化
AWS License Manager だけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

License Manager との信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Organizations 管理アカウントを使用して License Manager コンソールにサインインし、その管理ア
カウントを License Manager アカウントに関連付ける必要があります。詳細については、「AWS License 
Manager の設定」を参照してください。

License Manager との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

Organizations の AWS CLI コマンドを実行するか、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレー
ションを呼び出すことにより、信頼されたアクセスを無効にできます。
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AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS License Manager を Organizations で信頼されたサービスとして無効
にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal license-manager.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

Linux サブスクリプション用の信頼されたアクセスを無効にする手順は、次のとおりです。

$  aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com

• AWS API: DisableAWSServiceAccess

License Manager 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロールは、 
License Manager の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織の
管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から License 
Manager の管理を分離するのに有効です。

License Manager の管理者をメンバーアカウントに委任するには、License Manager ユーザーガイドの委
任された管理者の登録を参照してください。

Amazon Macie と AWS Organizations
Amazon Macie は、フルマネージド型のデータセキュリティおよびデータプライバシーサービスです。機
械学習とパターンマッチングを使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内の機密データ
を検出、モニタリングし、適切な保護を支援します。Macie は、組織が Amazon S3 に保存している個人
を特定できる情報 (PII) や知的財産などの機密データを詳細に把握できるよう、そうしたデータの検出を自
動化します。

詳細については、Amazon Macie ユーザーガイドの「Managing Amazon Macie accounts with AWS 
Organizations」を参照してください。

Amazon Macie と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の委任された Macie 管
理アカウントに自動的に作成されます。このロールにより、Macie はサポートされているオペレーション
を組織内のアカウントに対して実行できます。

このロールを削除できるのは、Macie と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効にした場合か、組
織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleRorAmazonMacie
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サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Macie によって使用されるサービス
にリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• macie.amazonaws.com

Macie との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Amazon Macie コンソールまたは AWS Organizations コンソールを使用して、信頼されたアクセスを有効
にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に Amazon Macie のコンソールまたはツー
ルを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成な
ど、必要な構成が Amazon Macie で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に 
Amazon Macie が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細について
は、この注意 (p. 238)を参照してください。
Amazon Macie のコンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、こ
れらのステップを実施する必要はありません。

Macie コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

組織の Amazon Macie の委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Amazon Macie には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。Macie マネジメントコンソールを使用して委任
管理者を設定すると、信頼されたアクセスが Macie によって自動的に有効になります。

詳細については、Amazon Macie ユーザーガイドの「Integrating and configuring an organization in 
Amazon Macie」を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Amazon Macie を Organizations で信頼されたサービスとして有効にするこ
とができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal macie.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess
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Macie 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロールは、 
Macie の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織の管理アカウン
トのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から Macie の管理を分離する
のに有効です。

最小アクセス許可

次の許可を持つ Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Macie 
の委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます。

• organizations:EnableAWSServiceAccess
• macie:EnableOrganizationAdminAccount

メンバーアカウントを Macie の委任管理者として指定するには

組織の Amazon Macie の委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Amazon Macie には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。Macie マネジメントコンソールを使用して委任
管理者を設定すると、信頼されたアクセスが Macie によって自動的に有効になります。

詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/macie-organizations.html#register-
delegated-admin」を参照してください

AWS Marketplace および AWS Organizations
AWS Marketplace は厳選されたデジタルカタログで、ここからサードパーティーのソフトウェア、デー
タ、サービスを検索、購入、デプロイ、管理し、ソリューションの構築やビジネス運営に活用することが
できます。

AWS Marketplace で購入したものについては、AWS Marketplace は AWS License Manager を使用し
てライセンスを作成、管理します。組織内の他のアカウントとライセンスを共有 (アクセスを許可) する
と、AWS Marketplace はそのアカウント用に新しいライセンスを作成し、管理します。

詳細については、AWS Marketplace 購入者ガイドの Service-linked roles for AWS Marketplace を参照して
ください。

AWS Marketplace と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、AWS Marketplace はサポートされているオペレーションを組織
内のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、AWS Marketplace と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS Marketplace によって使用され
るサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。
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• license-management.marketplace.amazonaws.com

AWS Marketplace との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Marketplace コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼されたア
クセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Marketplace コンソールまたは
ツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成
など、必要な構成が AWS Marketplace で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化
に AWS Marketplace が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳細につい
ては、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Marketplace コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場合、こ
れらのステップを実施する必要はありません。

AWS Marketplace コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

「AWS Marketplace 購入者ガイド」の「AWS Marketplace のサービスにリンクされたロールの作成」を参
照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Marketplace の行を探し、サービスの名前を選択してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Marketplace の管理者に、コンソールを使
用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになったこと
を知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Marketplace を Organizations で信頼されたサービスとして有効にす
ることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
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このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS Marketplace との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Marketplace を Organizations で信頼されたサービスとして無効にす
ることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWSNetwork Manager とAWS Organizations
ネットワークマネージャを使用すると、アカウント、リージョン、オンプレミスにまたがるクラウド WAN 
コアネットワークとTransit Gateway ネットワークを一元的に管理できます。マルチアカウントサポートを
使用すると、任意のアカウントに対して単一のグローバルネットワークを作成し、Network Manager コン
ソールを使用して、複数のアカウントのトランジットゲートウェイをグローバルネットワークに登録でき
ます。

Network Manager と Organizations 間の信頼されたアクセスを有効にすると、登録された委任管理者と管
理アカウントは、メンバーアカウントに展開されたサービスリンクの役割を利用して、グローバルネット
ワークに接続されたリソースを説明できます。Network Manager コンソールから、登録された委任管理者
と管理アカウントは、メンバーアカウントに展開されたカスタム IAM ロール（マルチアカウントの監視と
イベント、およびマルチアアクウントリソースの表示と管理のためのコンソールスイッチのロールアクセ
ス）を引き受けることができます。

Important

• Network Manager コンソールを使用してマルチアカウント設定 (信頼されたアクセスの有効化/
無効化、委任された管理者の登録/解除)を管理することを強くお勧めします。コンソールからこ
れらの設定を管理すると、マルチアカウント・アクセスに必要なメンバーアカウントに、必要
なすべてのサービスにリンクされたロールとカスタム IAM ロールが自動的に配備され、管理さ
れます。

• ネットワークマネージャコンソールでネットワーク・マネージャの信頼されたアクセスを有効
にすると、コンソールも有効にします。ネットワーク・マネージャーは StackSets を使用し
て、マルチアカウント管理に必要なカスタム IAM ロールを配備にします。
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Network Manager とOrganizations の統合の詳細については、「Amazon VPC User Guide」の「ネット
ワークマネージャで複数のアカウントを管理する」を参照してください。

Amazon Macie と の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、リストされた組織アカウントに以下のようなサービスにリンクされ
たロールが自動的に作成されます。これらのロールにより、Nettwork Managerは組織のアカウント内でサ
ポートされている操作を実行できます。信頼されたアクセスを無効にした場合、Network Manager は組織
内のアカウントからこれらのロールを削除しません。IAM コンソールを使用して手動で削除できます。

管理アカウント

• AWSServiceRoleForNetworkManager

• AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin

• AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount

メンバーアカウント

• AWSServiceRoleForNetworkManager

• AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember

メンバーアカウントを委任された管理者として登録すると、委任された管理者アカウントに次の追加ロー
ルが自動的に作成されます。

• AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
サービスにリンクされたロールは、そのロールに定義された信頼関係によって承認されたサービスプリン
シパルのみが担うことができる。

• ロールの場合、アクセス権を持つ唯一のサービスプリンシパルです。
• サービスにリンクされたロールの場合、アクセス権を持つ唯一のサービスプリンシパルです。
• サービスにリンクされたロールの場合、アクセス権を持つ唯一のサービスプリンシパルです。
• サービスにリンクされたロールの場合、アクセス権を持つ唯一のサービスプリンシパルです。

これらのロールを削除すると、ネットワーク・マネージャのマルチ・アカウント機能が損なわれます。

ネットワーク・マネージャーで信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Organizations 管理アカウントの管理者のみが、他のサービスとの信頼されたアクセスを有効にする権限
を持っています。権限の問題を回避するために、ネットワーク・マネージャを必ず使用して、信頼され
たアクセスを有効にします。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の 「Manage multiple 
accounts in Network Manager with」を参照してください。
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Network Manager との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Organizations 管理アカウントの管理者のみが、他のサービスとの信頼されたアクセスを無効にする権限を
持っています。

Important

信頼されたアクセスを無効にするには、Network Manager コンソールを使用することを強くお勧
めします。APIやコンソールを使用するなど、他の方法で信頼されたアクセスを無効にした場合、 
デプロイ済みのStackSets とカスタム IAM ロールが適切にクリーンアップされない場合がありま
す。信頼されたサービスのアクセスを無効にするには、Network Manager コンソールにサイン・
インします。

Network Manager 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロールは、 
Network Manager の管理アクションを実行できるようになります。それ以外の場合は、この管理アク
ションは、組織の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、Network 
Manager の管理を組織の管理から分離するのに有効です。

メンバーアカウントを組織の StackSets の委任管理者として指定する手順については、 ユーザーガイドの
委任された管理者の登録を参照してください。

AWS Resource Access Manager および AWS 
Organizations
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、自分が所有している AWS リソースを指定し
て、他の AWS アカウント と共有できます。これは一元管理されたサービスであり、これにより、複数の
アカウント間でさまざまなタイプの AWS リソースを一貫して共有できます。

AWS RAM の詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」を参照してください。

AWS Resource Access Manager と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、AWS RAM はサポートされているオペレーションを組織内のア
カウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、AWS RAM と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効に
した場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForResourceAccessManager

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS RAM によって使用されるサー
ビスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。
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• ram.amazonaws.com

AWS RAM との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Resource Access Manager コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用し
て、信頼されたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Resource Access Manager コン
ソールまたはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリ
ソースの作成など、必要な構成が AWS Resource Access Manager で実行可能になります。ここ
に示す手順は、統合の有効化に AWS Resource Access Manager が提供するツールを使用できな
い場合にのみ実施してください。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Resource Access Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効
にする場合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS RAM コンソールまたは CLI を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS RAM ユーザーガイドの Enable Sharing with AWS Organizations を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Resource Access Manager の行を探し、サービスの名前を選択してか
ら、[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Resource Access Manager の管理者に、
コンソールを使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるよ
うになったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Resource Access Manager を Organizations で信頼されたサービスと
して有効にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal ram.amazonaws.com
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このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS RAM との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Resource Access Manager または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効
にできます。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Resource Access Manager コ
ンソールまたはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Resource 
Access Manager は、サービスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要な
クリーンアップを実行できます。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Resource Access 
Manager が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。
AWS Resource Access Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効
にする場合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS Resource Access Manager コンソールまたは CLI を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

AWS RAM ユーザーガイドの Enable Sharing with AWS Organizations を参照してください。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Resource Access Manager の行を探し、サービスの名前を
選択します。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Resource Access Manager の管理者に、

コンソールかツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止で
きるようになったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Resource Access Manager を Organizations で信頼されたサービスと
して無効にすることができます。
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$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal ram.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

AWS Security Hub: および AWS Organizations
AWS Security Hub では、AWS 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環境をチェックするのに役立ちます。

Security Hub は、AWS アカウント 全体、使用している AWS サービス、サポートされているサードパー
ティーパートナー製品からセキュリティデータを収集します。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 と AWS Organizations を合わせて使用すると、新しく追加されたアカウンも含め、すべての
アカウントに対して Security Hub を自動的に有効にすることができます。これにより、Security Hub の
チェックと検出がより広範囲に行えるようになり、セキュリティ体制の全体像をより包括的かつ正確に把
握できます。

Security Hub について詳しくは、AWS Security Hub ユーザーガイドを参照してください。

AWS Security Hub と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Security Hub はサポートされているオペレーションを組織内の
アカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Security Hub と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForSecurityHub

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定
義された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Security Hub によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• securityhub.amazonaws.com

Security Hub との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Security Hub に委任管理者を指定すると、Security Hub に対する信頼されたアクセスが Security Hub に
よって自動的に有効になります。
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Security Hub 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、Security Hub の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織の管
理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から Security Hub 
の管理を分離するのに有効です。

詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの Security Hub 管理者アカウントの指定を参照して
ください。

メンバーアカウントを Security Hub の委任管理者として指定するには

1. Organizations の管理アカウントでサインインします。
2. 次のいずれかを実行します。

• 管理アカウントで Security Hub が有効になっていない場合は、Security Hub コンソールで [Go to 
Security Hub] (Security Hub に移動) を選択します。

• 管理アカウントで Security Hub が有効になっている場合は、Security Hub コンソールで [Settings] 
(設定) を選択します。

3. [Delegated Administrator] (委任管理者) に、アカウント ID を入力します。

Amazon S3 Storage Lens と AWS Organizations
Amazon S3 Storage Lens に組織への信頼されたアクセスを付与することで、組織内のすべての AWS アカ
ウント からメトリクスを収集、集計できます。S3 Storage Lens は、これを実行するにあたり、組織に属
するアカウントのリストにアクセスします。そして、すべてのアカウントのストレージ、使用状況、アク
ティビティのメトリクスを収集して分析します。

詳細については、Amazon S3 Storage Lens ユーザーガイドの Amazon S3 Storage Lens でのサービスにリ
ンクされたロールの使用を参照してください。

Amazon S3 Storage Lens と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にし、Storage Lens の設定が組織に適用されていると、以下のサービスにリン
クされたロールが組織の代理管理者アカウントに自動的に作成されます。このロールにより、Amazon S3 
Storage Lens はサポートされているオペレーションを組織内のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Amazon S3 Storage Lens と Organizations 間の信頼されたアク
セスを無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForS3StorageLens

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Amazon S3 Storage Lens によって
使用されるサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与され
ます。

• storage-lens.s3.amazonaws.com
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Amazon S3 Storage Lens との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Amazon S3 Storage Lens コンソールまたは AWS Organizations コンソールを使用して、信頼されたアク
セスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に Amazon S3 Storage Lens のコンソー
ルまたはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソー
スの作成など、必要な構成が Amazon S3 Storage Lens で実行可能になります。ここに示す手順
は、統合の有効化に Amazon S3 Storage Lens が提供するツールを使用できない場合にのみ実施
してください。詳細については、こちらの注意事項を参照してください。詳細については、この
注意 (p. 238)を参照してください。
Amazon S3 Storage Lens のコンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする
場合、これらのステップを実施する必要はありません。

Amazon S3 コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「信頼されたアクセスの有効化」を参照してくださ
い。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、Amazon S3 Storage Lens の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Amazon S3 Storage Lens の管理者に、コン
ソールを使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるように
なったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Amazon S3 Storage Lens を Organizations で信頼できるサービスとして有
効にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal storage-lens.s3.amazonaws.com
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このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Amazon S3 Storage Lens との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Amazon S3 Storage Lens ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、Amazon S3 コンソール、AWS CLI、いずれかの AWS SDK を使用で
きます。

Amazon S3 コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「信頼されたアクセスを無効にする」を参照してくだ
さい。

Amazon S3 Storage Lens 用の代理管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の代理管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、 Amazon S3 Storage Lens の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクション
は、組織の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から 
Amazon S3 Storage Lens の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

次の許可を持つ Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Amazon 
S3 ストレージレンズの委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます。
organizations:RegisterDelegatedAdministrator
organizations:DeregisterDelegatedAdministrator

Amazon S3 Storage Lens は、組織内の代理管理者アカウントを最大で 5 つまでサポートしています。

Amazon S3 Storage Lens の代理管理者としてメンバーアカウントを指定するには

代理管理者の登録には、Amazon S3 コンソール、AWS CLI、いずれかの AWS SDK が使用できま
す。Amazon S3 コンソールを使用して、組織の代理管理者アカウントとしてメンバーアカウントを登録す
るには、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「委任された管理者の登録」を参照してくだ
さい。

Amazon S3 Storage Lens の代理管理者の登録を解除するには

代理管理者の登録解除には、Amazon S3 コンソール、AWS CLI、いずれかの AWS SDK が使用でき
ます。Amazon S3 コンソールを使用して代理管理者の登録を解除するには、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「委任された管理者の登録解除」を参照してください。

AWS Service Catalog および AWS Organizations
Service Catalog では、AWS での使用が承認された IT サービスのカタログを作成および管理できます。

Service Catalog と統合することで、AWS Organizations 組織全体でのポートフォリオの共有と製品のコ
ピーが簡単になります。Service Catalog 管理者は、AWS Organizations でポートフォリオを共有する際に
既存の組織を参照でき、組織のツリー構造内の信頼できる組織単位 (OU) とポートフォリオを共有できま
す。これにより、ポートフォリオ ID を共有する必要がなくなり、受信側アカウントはポートフォリオをイ
ンポートするときに手動でポートフォリオ ID を参照する必要がなくなります。このメカニズムで共有され
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るポートフォリオは、Service Catalog の管理者の [Imported Portfolio] (インポートされたポートフォリオ) 
ビューに、共有先アカウントとして表示されます。

Service Catalog の詳細については、「Service Catalog 管理者ガイド」を参照してください。

AWS Service Catalog と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
AWS Service Catalog では、信頼されたアクセスの有効化の一環としてサービスにリンクされたロールが
作成されることはありません。

アクセス許可を付与するために使用されるサービスプリンシパル
信頼されたアクセスを有効にするには、次のサービスプリンシパルを指定する必要があります。

• servicecatalog.amazonaws.com

Service Catalog を使用して信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Service Catalog コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼され
たアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Service Catalog コンソールまたは
ツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作成
など、必要な構成が AWS Service Catalog で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有
効化に AWS Service Catalog が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してください。詳
細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Service Catalog コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Service Catalog CLI または AWS SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

以下のいずれかのコマンドまたはオペレーションを呼び出します。

• AWS CLI: aws servicecatalog enable-aws-organizations-access
• AWS SDK: AWSServiceCatalog::EnableAWSOrganizationsAccess

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Service Catalog の行を探し、サービスの名前を選択してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。
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3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Service Catalog の管理者に、コンソール
を使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになった
ことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Service Catalog を Organizations で信頼されたサービスとして有効に
することができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal servicecatalog.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Service Catalog を使用して信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Service Catalog の使用中に AWS Organizations を使用して信頼されたアクセスを無効にすると、現在の共
有は削除されませんが、組織全体で新しい共有を作成できなくなります。このアクションを呼び出した後
で変更した場合、現在の共有は組織構造と同期されません。

AWS Service Catalog または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にできま
す。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Service Catalog コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Service Catalog は、サー
ビスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実行できま
す。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Service Catalog が提供するツールを使用できない
場合にのみ実施してください。
AWS Service Catalog コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Service Catalog CLI または AWS SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

以下のいずれかのコマンドまたはオペレーションを呼び出します。

• AWS CLI: aws servicecatalog enable-aws-organizations-access
• AWS SDK: DisableAWSOrganizationsAccess

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。
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AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Service Catalog の行を探し、サービスの名前を選択しま
す。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Service Catalog の管理者に、コンソール

かツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるように
なったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Service Catalog を Organizations で信頼されたサービスとして無効に
することができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal servicecatalog.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Service Quotas と AWS Organizations
Service Quotas は、一元的な場所からクォータを表示および管理できる AWS のサービスです。クォータ 
(制限とも呼ばれます) は、AWS アカウント のリソース、アクション、アイテムの最大値です。

Service Quotas が AWS Organizations に関連付けられている場合、クォータリクエストテンプレートを作
成して、アカウントの作成時に自動的にクォータの引き上げをリクエストできます。

Service Quotas の詳細については、Service Quotas ユーザーガイドを参照してください。

Service Quotas と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Service Quotas はサポートされているオペレーションを組織内
のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Service Quotas と Organizations 間の信頼されたアクセスを無
効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。
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• AWSServiceRoleForServiceQuotas

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Service Quotas によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• servicequotas.amazonaws.com

Service Quotas との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

Service Quotas だけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

Service Quotas コンソール、AWS CLI、または SDK を使用して、信頼されたアクセスを有効にできま
す。

• Service Quotas コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Organizations の管理アカウントでサインインしてから、Service Quotas コンソールでテンプ
レートを設定します。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドの Using the Service Quota 
Template を参照してください。

• Service Quotas の AWS CLI または SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

以下のコマンドまたはオペレーションを呼び出します。
• AWS CLI: aws service-quotas associate-service-quota-template
• AWS SDK: AssociateServiceQuotaTemplate

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) および AWS Organizations
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) は、すべての AWS アカウント とクラウド
アプリケーションのためのシングルサインオンサービスを提供します。AWS Directory Service を通じて 
Microsoft Active Directory に接続され、そのディレクトリのユーザーは、既存の Active Directory のユー
ザー名とパスワードを使用して、パーソナライズされた AWS ポータルにサインインできるようになりま
す。AWS アクセスポータルから、ユーザーは、権限を持つすべての AWS アカウント およびクラウド ア
プリケーションにアクセスできます。

IAM Identity Center の詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイドを参照してください。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) と AWS Organizations の統合には、次の情
報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、IAM Identity Center はサポートされているオペレーションを組
織内の組織アカウントで実行できます。
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このロールを削除または変更できるのは、IAM Identity Center と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForSSO

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。IAM Identity Center によって使用さ
れるサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• sso.amazonaws.com

IAM Identity Center との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) コンソールまたは AWS Organizations コン
ソールのいずれかを使用して、信頼されたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) コンソールまたはツールを使用することを強くお勧めします。そうするこ
とで、サービスに必要なリソースの作成など、必要な構成が AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) で実行可能になります。ここに示す手順は、統合の有効化に AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) が提供するツールを使用できない場合にのみ
実施してください。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) コンソールまたはツールを使用して
信頼されたアクセスを有効にする場合、これらのステップを実施する必要はありません。

IAM Identity Center には、処理を行うにあたって AWS Organizations との信頼されたアクセスが必要で
す。IAM Identity Center をセットアップすると、信頼されたアクセスが有効になります。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 Getting Started - Step 
1: Enable AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の行を探し、
サービスの名前を選択してから、[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選
択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。
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4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) の管理者に、コンソールを使用してそのサービスを有効にし、AWS 
Organizations と連携させて使用できるようになったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を 
Organizations で信頼されたサービスとして有効にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal sso.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

IAM Identity Center との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

IAM Identity Center には、オペレーションを行うにあたって AWS Organizations との信頼されたアクセス
が必要です。IAM Identity Center の使用中に、AWS Organizations を使用して信頼されたアクセスを無効
にすると、組織にアクセスできず、動作は停止します。ユーザーは IAM Identity Center を使用してアカウ
ントにアクセスできません。IAM Identity Center によって作成されるロールは残りますが、 サービスから
アクセスすることはできません。IAM Identity Center のサービスにリンクされたロールは残ります。その
後、信頼されたアクセスを再度有効にすると、IAM Identity Center は以前のように動作し続けます。サー
ビスを再設定する必要はありません。

組織からアカウントを削除すると、サービスにリンクされたロールなど、すべてのメタデータとリソース
が IAM Identity Center によって自動的にクリーンアップされます。スタンドアロンアカウントを組織から
削除した場合は、IAM Identity Center で機能しなくなります。

Organizations ツールだけで、信頼されたアクセスを無効にできます。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の行
を探し、サービスの名前を選択します。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
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4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 
(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。

5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) の管理者に、コンソールかツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS 
Organizations との連携を停止できるようになったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を 
Organizations で信頼されたサービスとして無効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal sso.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

IAM Identity Center 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、IAM Identity Center の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組
織の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、IAM Identity Center の
管理から組織の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で IAM Identity Center の委
任管理者としてメンバーアカウントを設定できます。

IAM Identity Center の委任管理者アカウントを有効にする方法については、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイドの委任された管理を参照してください。

AWS Systems Manager および AWS Organizations
AWS Systems Manager は、AWS リソースの可視性と制御を可能にする一連の機能です。次の Systems 
Manager 機能は、組織内のすべての AWS アカウント にわたって組織と連携します。

• Systems Manager Explorer は、AWS リソースに関する情報をレポートするカスタマイズ可能なオペ
レーションダッシュボードです。Organizations と Systems Manager Explorer を使用することにより、
組織内のすべての AWS アカウント 間でオペレーションデータを同期できます。詳細については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager Explorer を参照してください。

• Systems Manager Change Manager は、アプリケーションの設定とインフラストラクチャに対する運用
上の変更をリクエスト、承認、実装、レポートするためのエンタープライズ変更管理フレームワークで
す。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager Change 
Manager」を参照してください。

• Systems Manager OpsCenter は、オペレーションエンジニアと IT プロフェッショナルが AWS リソー
スに関連する運用作業項目 (OpsItems) を表示、調査、および解決できる中心的な場所を提供します。組
織で OpsCenter を使用する場合、管理アカウント (組織の管理アカウントまたは Systems Manager 委任
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管理者アカウントのいずれか) と 1 つの他のアカウントからの OpsItems の単一セッションでの作業がサ
ポートされます。設定が完了すると、ユーザーは次のタイプのアクションを実行できます。
• 別のアカウントで OpsItems を作成、表示、および更新します。
• 別のアカウントの OpsItems で指定されている AWS リソースに関する詳細情報を表示します。
• Systems Manager Automation Runbook を開始して、別のアカウントの AWS リソースに関する問題

を修正します。

詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager OpsCenter」
を参照してください。

AWS Systems Manager と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Systems Manager はサポートされているオペレーションを組織
内のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Systems Manager と Organizations 間の信頼されたアクセスを
無効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Systems Manager によって使用され
るサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• ssm.amazonaws.com

Systems Manager との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Systems Manager コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼さ
れたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Systems Manager コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの作
成など、必要な構成が AWS Systems Manager で実行可能になります。ここに示す手順は、統合
の有効化に AWS Systems Manager が提供するツールを使用できない場合にのみ実施してくださ
い。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Systems Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Systems Manager コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Organizations 管理アカウントでサインインし、信頼できるアクセスを構成する必要があります。次
のトピックの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」を参照してください。
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• 複数のアカウントと地域からのデータを表示するための Explorer のセットアップ。
• アカウント間で OpsItems と連携するように OpsCenter を設定します。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Systems Manager の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Systems Manager の管理者に、コンソー
ルを使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになっ
たことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Systems Manager を Organizations で信頼されたサービスとして有効
にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal ssm.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Systems Manager との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Systems Manager には、組織の AWS アカウント 全体でオペレーションデータを同期するにあた
り、AWS Organizations との信頼されたアクセスが必要です。信頼されたアクセスを無効にする
と、Systems Manager によるオペレーションデータの同期は失敗し、エラーが報告されます。

AWS Systems Manager または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にできま
す。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Systems Manager コンソールま
たはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Systems Manager は、
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サービスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実行で
きます。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Systems Manager が提供するツールを使用で
きない場合にのみ実施してください。
AWS Systems Manager コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Systems Manager コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager Explorer のリソースデータ同期を削除するを
参照してください。信頼されたアクセスを再度有効にするには、Systems Manager Explorer に新しいリ
ソースデータ同期を作成する必要があります。

信頼されたアクセスの無効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、Organizations の 
AWS CLI コマンドを実行する方法、いずれかの AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出
す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで AWS Systems Manager の行を探し、サービスの名前を選択しま
す。

3. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、ボックスに「disable」と入力してから、[Disable trusted access] 

(信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Systems Manager の管理者に、コンソー

ルかツールを使用してそのサービスを無効にし、AWS Organizations との連携を停止できるよう
になったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Systems Manager を Organizations で信頼されたサービスとして無効
にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal ssm.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Systems Manager 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、そのアカウントのユーザーおよびロール
は、Systems Manager の管理アクションを実行できるようになります。通常この管理アクションは、組織

322

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/Explorer-using-resource-data-sync-delete.html
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/services
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/organizations/disable-aws-service-access.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html


AWS Organizations ユーザーガイド
タグポリシー

の管理アカウントのユーザーとロールだけが実行できるものです。この手法は、組織の管理から Systems 
Manager の管理を分離するのに有効です。

組織全体で Change Manager を使用する場合は、委任管理者アカウントを使用します。これは、Change 
Manager の変更テンプレート、変更リクエスト、変更ランブック、承認ワークフローを管理するアカウン
トとして指定された AWS アカウント です。この委任アカウントにより、組織全体の変更アクティビティ
が管理されます。Change Manager を使用するように組織をセットアップするときは、どのアカウントが
このロールを担うかを指定します。組織の管理アカウントである必要はありません。Change Manager を
単一のアカウントのみで使用する場合、委任管理者アカウントは必要ありません。

メンバーアカウントを代理管理者として指定するには、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の以
下のトピックを参照してください。

• Explorer と OpsCenter については、「Configuring a Delegated Administrator」(委任管理者の構成) を参
照してください。

• 変更マネージャーについては、「Setting up an organization and delegated account for Change 
Manager」(の組織と委任されたアカウントの設定) を参照してください。

タグポリシーと AWS Organizations
タグポリシーは AWS Organizations のポリシーの一種で、組織のアカウント内のリソース間でタグを標準
化するのに役立ちます。ポリシーの詳細については、「タグポリシー (p. 200)」を参照してください。

タグポリシーと AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
Organizations は、次のサービスプリンシパルを使用して、リソースにアタッチされたタグを操作します。

• tagpolicies.tag.amazonaws.com

タグポリシー用の信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化には、組織内でタグポリシーを有効にする方法と、AWS Organizations コン
ソールを使用する方法があります。

Important

タグポリシーを有効にして、信頼されたアクセスを有効にすることを強くお勧めします。そうす
ることで、Organizations で必要な設定タスクが実行可能になります。

タグポリシー用に信頼されたアクセスを有効にするには、AWS Organizations コンソールでタグポリシー
のタイプを有効にします。詳細については、「ポリシータイプの有効化 (p. 87)」を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。
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2. サービスページで、タグポリシーの行を探し、サービスの名前を選択してから、[Enable trusted 
access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、タグポリシーの管理者に、コンソールを使用し
てそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになったことを知
らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、タグポリシーを Organizations で信頼されたサービスとして有効にするこ
とができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal tagpolicies.tag.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

タグポリシーとの信頼されたアクセスの無効化
タグポリシー用の信頼されたアクセスを無効にするには、AWS Organizations コンソールでタグポリシー
のタイプを無効にします。詳細については、「ポリシータイプの無効化 (p. 88)」を参照してください。

AWS Trusted Advisor および AWS Organizations
AWS Trusted Advisor では、お客様の AWS 環境を検査し、コスト削減、システムの可用性とパフォーマ
ンスの向上、セキュリティギャップの解消につながる推奨事項をお知らせします。Organizations と統合す
ると、組織内のすべてのアカウントの Trusted Advisor チェック結果を受け取り、チェックや影響を受ける
リソースについてまとめたレポートをダウンロードできます。

詳細については、AWS Support ユーザーガイドの Organizational view for AWS Trusted Advisor を参照し
てください。

AWS Trusted Advisor と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Trusted Advisor はサポートされているオペレーションを組織内
のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Trusted Advisor と Organizations 間の信頼されたアクセスを無
効にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
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サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Trusted Advisor によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• reporting.trustedadvisor.amazonaws.com

Trusted Advisor との信頼されたアクセスの有効化
信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Trusted Advisor だけで、信頼されたアクセスを有効にできます。

Trusted Advisor コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Support ユーザーガイドの組織ビューの有効化を参照してください。

Trusted Advisor との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

この機能を無効にすると、組織内の他のすべてのアカウントで、Trusted Advisor によるチェック情報の記
録が停止します。既存のレポートの表示やダウンロード、新しいレポートの作成はできなくなります。

AWS Trusted Advisor または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にできま
す。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Trusted Advisor コンソールまた
はツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Trusted Advisor は、サー
ビスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実行できま
す。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Trusted Advisor が提供するツールを使用できない
場合にのみ実施してください。
AWS Trusted Advisor コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする場
合、これらのステップを実施する必要はありません。

Trusted Advisor コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Support ユーザーガイドの組織ビューの無効化を参照してください。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access
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次のコマンドを実行し、AWS Trusted Advisor を Organizations で信頼されたサービスとして無効に
することができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Trusted Advisor 用の委任管理者アカウントの有効化
メンバーアカウントを組織の委任管理者として指定すると、指定されたアカウントのユーザーおよびロー
ルは組織のその他のメンバーアカウントの AWS アカウント メタデータを管理できるようになります。委
任された管理者アカウントを有効にしない場合、これらのタスクは組織の管理アカウントによってのみ実
行できます。この手法は、組織の管理からアカウントの詳細の管理を分離するのに有効です。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Trusted Advisor の委任
管理者としてメンバーアカウントを設定できます

Trusted Advisor の委任された管理者アカウントを有効にする方法については、AWS Support ユーザーガイ
ドの「委任された管理者」を参照してください。

AWS CLI, AWS API

AWS CLI または AWS SDK を使用して委任管理者アカウントを設定するには、次のコマンドを使用し
ます。

• AWS CLI:

$  aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com

• AWS SDK: Organizations RegisterDelegatedAdministrator オペレーションおよびメンバー
アカウントの ID 番号を呼び出して、アカウントサービス principal account.amazonaws.com
をパラメータとして識別します。

Trusted Advisor の委任された管理者の無効化
Trusted Advisor コンソール、あるいは Organizations DeregisterDelegatedAdministrator または 
SDK オペレーションを使用して、委任された管理者を削除できます。Trusted Advisor コンソールを使用し
て、委任された管理 Trusted Advisor アカウントを無効にする方法については、AWS Support ユーザーガ
イドの「Deregister delegated administrators」(委任された管理者の登録解除) を参照してください。

AWS Well-Architected Tool および AWS Organizations
AWS Well-Architected Tool は、ワークロードの状態を文書化し、それらを最新の AWS アーキテクチャの
ベストプラクティスと比較するのに役立ちます。

AWS Well-Architected Tool を Organizations とともに使用すると AWS Well-Architected Tool と 
Organizations の両方で、組織の他のメンバーと AWS Well-Architected Tool リソースを共有するプロセス
を簡素化できます。
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詳しくは、AWS Well-Architected Tool ユーザーガイドの「AWS Well-Architected Tool リソースを共有す
る」を参照してください。

AWS Well-Architected Tool と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、AWS WA Tool はサポートされているオペレーションを組織内
のアカウントで実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、AWS WA Tool と Organizations 間の信頼されたアクセスを無効
にした場合か、組織から当該のメンバーアカウントを削除した場合だけです。

• AWSServiceRoleForWellArchitected

サービスロールポリシーは AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy です

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。AWS WA Tool によって使用される
サービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。

• wellarchitected.amazonaws.com

AWS WA Tool との信頼されたアクセスの有効化
AWS WA Tool を更新して組織内の階層的な変更を反映することを許可します。

信頼されたアクセスの有効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために
必要なアクセス許可 (p. 238) を参照してください。

AWS Well-Architected Tool コンソールまたは AWS Organizations コンソールのいずれかを使用して、信頼
されたアクセスを有効にできます。

Important

Organizations との統合の有効化には、可能な場合は常に AWS Well-Architected Tool コンソール
またはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソース
の作成など、必要な構成が AWS Well-Architected Tool で実行可能になります。ここに示す手順
は、統合の有効化に AWS Well-Architected Tool が提供するツールを使用できない場合にのみ実施
してください。詳細については、この注意 (p. 238)を参照してください。
AWS Well-Architected Tool コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを有効にする
場合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS WA Tool コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイドの「AWS Well-Architected Tool リソースを共有する」を参照
してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。
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AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. サービスページで、AWS Well-Architected Tool の行を探し、サービスの名前を選択してから、
[Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、AWS Well-Architected Tool の管理者に、コン
ソールを使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるように
なったことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Well-Architected Tool を Organizations で信頼されたサービスとして
有効にすることができます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

AWS WA Tool との信頼されたアクセスの無効化
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス許可に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Well-Architected Tool または AWS Organizations ツールを使用して信頼されたアクセスを無効にでき
ます。

Important

Organizations との統合の無効化には、可能な場合は常に AWS Well-Architected Tool コンソール
またはツールを使用することを強くお勧めします。そうすることで、AWS Well-Architected Tool 
は、サービスで不要になったリソースやアクセスロールの削除など、必要なクリーンアップを実
行できます。ここに示す手順は、統合の無効化に AWS Well-Architected Tool が提供するツールを
使用できない場合にのみ実施してください。
AWS Well-Architected Tool コンソールまたはツールを使用して信頼されたアクセスを無効にする
場合、これらのステップを実施する必要はありません。

AWS WA Tool コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイドの「AWS Well-Architected Tool リソースを共有する」を参照
してください。
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信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、AWS Well-Architected Tool を Organizations で信頼されたサービスとして
無効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) と AWS 
Organizations
Amazon VPC IP Address Manager (IPAM)は、AWS ワークロードの IP アドレスを計画、追跡、監視しや
すくする VPC 機能です。

AWS Organizations を使用すると、組織全体の IP アドレスの使用状況をモニタリングし、メンバーアカウ
ント間で IP アドレスプールを共有することができます。

詳細については、Amazon VPC IPAM ユーザーガイドの「Integrate IPAM with AWS Organizations」を参
照してください。

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) と AWS Organizations の統合には、次の情報を参考にしてくだ
さい。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
IPAM コンソールまたは IPAM の EnableIpamOrganizationAdminAccount API のいずれかを使用して 
IPAM を AWS Organizations に統合すると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウン
トと各メンバーアカウント内に自動的に作成されます。

• AWSServiceRoleForIPAM

詳細については、Amazon VPC IPAM ユーザーガイドの「Service-linked roles for IPAM」を参照してくだ
さい。

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。IPAM によって使用されるサービス
にリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されます。
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• ipam.amazonaws.com

IPAM で信頼されたアクセスを有効にする
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Note

IPAM の委任管理者を指定すると、組織の IPAM に対する信頼されたアクセスが自動的に有効に
なります。
組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、IPAM には 
AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

信頼されたアクセスを有効にするには、Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) ツールのみを使用しま
す。

IPAM コンソールまたは IPAM EnableIpamOrganizationAdminAccount API を使用して IPAM と 
AWS Organizations を統合すると、IPAM への信頼されたアクセスが自動的に付与されます。信頼された
アクセスを付与すると、サービスにリンクされたロール  AWSServiceRoleForIPAM が組織の管理アカ
ウントおよびすべてのメンバーアカウントに作成されます。IPAM は、サービスにリンクされたロールを
使用して、組織の EC2 ネットワークリソースに関連付けられた CIDR のモニタリングを行い、IPAM に
関連付けられたメトリクスを Amazon CloudWatch に保存します。詳細については、Amazon VPC IPAM 
ユーザーガイドの「Service-linked roles for IPAM」を参照してください。

信頼されたアクセスを有効にする手順については、Amazon VPC IP アドレス管理ユーザーガイドの
「Integrate IPAM with AWS Organizations」を参照してください。

Note

AWS Organizations コンソールや enable-aws-service-access API を使用して IPAM との信
頼されたアクセスを有効にすることはできません。

IPAM で信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

AWS Organizations disable-aws-service-access API を使用して IPAM との信頼されたアクセスを
無効にできるのは、AWS Organizations 管理アカウントの管理者だけです。

IP アドレス管理アカウントのアクセス許可を無効にし、サービスにリンクされたロールの削除の詳細につ
いては、Amazon VPC IPAM ユーザーガイドの「Service-linked roles for IPAM」を参照してください。

信頼されたアクセスの無効化には、Organizations の AWS CLI コマンドを実行する方法と、いずれかの 
AWS SDK で Organizations API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを無効にするには

サービスへの信頼されたアクセスを無効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレー
ションを使用できます。

• AWS CLI: disable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) を Organizations で信頼された
サービスとして無効にすることができます。

$ aws organizations disable-aws-service-access \ 
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    --service-principal ipam.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: DisableAWSServiceAccess

IPAM 用の委任管理者アカウントの有効化
IPAM の委任管理者アカウントは、IPAM および IP アドレスのプールの作成、組織での IP アドレスの使用
状況のモニタリング、およびメンバーメンバーアカウント間の IP アドレスプールの共有を行います。詳細
については、Amazon VPC IPAM ユーザーガイドの「Integrate IPAM with AWS Organizations」を参照し
てください。

IPAM の委任管理者を構成できるのは、組織管理アカウントの管理者のみです。

委任された管理者アカウントは、IPAM コンソールから指定するか、enable-ipam-organization-
admin-account API を使用して指定します。詳細については、「AWS AWS CLI コマンドリファレン
ス」の「enable-ipam-organization-admin-account」を参照してください。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で IPAM の委任管理者とし
てメンバーアカウントを設定できます

IPAM コンソールを使用して委任管理者を設定するには、「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド 」の
「IPAM を AWS Organizations と統合する」を参照してください。

IPAM の委任された管理者の無効化
IPAM の委任管理者を構成できるのは、組織管理アカウントの管理者のみです。

AWS AWS CLI を使用して委任管理者を削除するには、「AWS AWS CLI コマンドリファレンス」の
「disable-ipam-organization-admin-account」を参照してください。

IPAM コンソールを使用して委任管理者 IPAM アカウントを無効にするには、「Amazon VPC IPAM ユー
ザーガイド」の「IPAM を AWS Organizations と統合する」を参照してください。

Reachability Analyzer と AWS Organizations
Reachability Analyzer は、仮想プライベートクラウド (VPC) 内のソースリソースと送信先リソース間の接
続テストを実行できる設定分析ツールです。

Reachability Analyzer で AWS Organizations を使用すると、組織内のアカウント間のパスを追跡できま
す。

詳細については、「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses for Reachability 
Analyzer」(Reachability Analyzer のクロスアカウント分析) を参照してください。

AWS Organizations と Reachability Analyzer の統合には、次の情報を参考にしてください。

統合を有効にする際に作成されるサービスにリンクされたロール
信頼されたアクセスを有効にすると、以下のサービスにリンクされたロールが組織の管理アカウントに自
動的に作成されます。このロールにより、Reachability Analyzer は組織内のアカウントでサポートされて
いるオペレーションを実行できます。

このロールを削除または変更できるのは、Reachability Analyzer と Organizations 間の信頼されたアクセス
を無効にする場合、または組織からメンバーアカウントを削除する場合だけです。
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• AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer

詳細については、「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses for Reachability 
Analyzer」(Reachability Analyzer のクロスアカウント分析) を参照してください。

サービスにリンクされたロールで使用されるサービスプリンシパ
ル
前のセクションで説明したサービスにリンクされたロールを引き受けることができるのは、ロールに定義
された信頼関係によって承認されたサービスプリンシパルだけです。Reachability Analyzer によって使用
されるサービスにリンクされたロールには、次のサービスプリンシパルへのアクセス許可が付与されま
す。

• reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com

Reachability Analyzer で信頼されたアクセスを有効にするには
信頼されたアクセスの有効化に必要な権限に関しては、信頼されたアクセスを有効にするために必要なア
クセス許可 (p. 238) を参照してください。

Reachability Analyzer の委任管理者を指定すると、組織の Reachability Analyzer に対する信頼されたアク
セスが自動的に有効になります。

組織でこのサービスの委任管理者にするメンバーアカウントを指定するにあたり、Reachability Analyzer 
には AWS Organizations への信頼されたアクセスが必要です。

Important

• Reachability Analyzer コンソールまたは Organizations コンソールを使用して、信頼
されたアクセスを有効にできます。ただし、Reachability Analyzer コンソールまたは
EnableMultiAccountAnalysisForAwsOrganization API を使用して、Organizations と
の統合を有効にすることを強くお勧めします。そうすることで、サービスに必要なリソースの
作成などの設定が Reachability Analyzer で実行可能になります。

• 信頼されたアクセスを付与すると、サービスにリンクされたロール 
AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer が組織の管理アカウントおよびすべてのメン
バーアカウントに作成されます。Reachability Analyzer はサービスにリンクされたロールを使
用して管理を許可し、委任管理者は組織内の任意のリソース間の接続分析を実行できるように
なります。Reachability Analyzer は接続に関するクエリに応答するため、組織内のアカウント
におけるネットワーク要素のスナップショットを取得できます。

• 詳細および Reachability Analyzer で信頼されたアクセスを有効にする手順については、
「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses for Reachability 
Analyzer」(Reachability Analyzer のクロスアカウント分析) を参照してください。

信頼されたアクセスの有効化には、AWS Organizations コンソールを使用する方法、AWS CLI コマンドを
実行する方法、いずれかの AWS SDK で API オペレーションを呼び出す方法があります。

AWS Management Console

Organizations コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには

1. AWS Organizations コンソールにサイン・インします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザー
としてサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする 
(推奨されません) 必要があります。

2. [Services] (サービス) ページで、[Reachability Analyzer] の行を探し、サービスの名前を選択して
から [Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

332

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/multi-account.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/multi-account.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/multi-account.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/multi-account.html
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#lock-away-credentials
https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home/services


AWS Organizations ユーザーガイド
Reachability Analyzer

3. 確認ダイアログボックスで、[Show the option to enable trusted access] (信頼されたアクセスを有
効にするオプションを表示する) を有効にし、ボックスに「enable」と入力してから、[Enable 
trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択します。

4. AWS Organizations だけの管理者である場合は、Reachability Analyzer の管理者に、コンソール
を使用してそのサービスを有効にし、AWS Organizations と連携させて使用できるようになった
ことを知らせます。

AWS CLI, AWS API

Organizations CLI/SDK を使用して信頼されたアクセスを有効にするには

信頼されたサービスのアクセスを有効にするには、次の AWS CLI コマンドまたは API オペレーショ
ンを使用できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次のコマンドを実行し、Reachability Analyzer を Organizations で信頼されたサービスとして有効に
できます。

$ aws organizations enable-aws-service-access \  
    --service-principal reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWS API: EnableAWSServiceAccess

Reachability Analyzer で信頼されたアクセスを無効にするには
信頼されたアクセスの無効化に必要なアクセス権限に関しては、信頼されたアクセスを無効にするために
必要なアクセス許可 (p. 239) を参照してください。

Reachability Analyzer コンソール (推奨) または Organizations コンソールを使用して、信頼されたアクセ
スを無効にできます。Reachability Analyzer コンソールを使用して信頼されたアクセスを無効にするに
は、「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses for Reachability Analyzer」
(Reachability Analyzer のクロスアカウント分析) を参照してください。

Reachability Analyzer 用の委任管理者アカウントの有効化
委任管理者アカウントは、組織内のどのリソースでも接続分析を実行できます。詳細については、
「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Reachability Analyzer を AWS Organizations と統合する」
を参照してください。

Reachability Analyzer の委任管理者を設定できるのは、組織の管理アカウントの管理者のみです。

委任管理者アカウントは、Reachability Analyzer コンソールから、または
RegisterDelegatedAdministrator API を使用して指定できます。詳細については、「Organizations 
Command Reference」(Organizations コマンドリファレンス) で、「RegisterDelegatedAdministrator」を
参照してください。

最小アクセス許可

Organizations 管理アカウントのユーザーまたはロールのみが、組織内で Reachability Analyzer の
委任管理者としてメンバーアカウントを設定できます

Reachability Analyzer コンソールを使用して委任管理者を設定するには、「Reachability Analyzer ユー
ザーガイド」の「Reachability Analyzer を AWS Organizations と統合する」を参照してください。
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Reachability Analyzer 用の委任管理者の無効化
Reachability Analyzer の委任管理者を設定できるのは、組織の管理アカウントの管理者のみです。

Reachability Analyzer コンソールまたは API、あるいは Organizations
DeregisterDelegatedAdministrator CLI または SDK オペレーションを使用して、委任管理者アカ
ウントを削除できます。

Reachability Analyzer コンソールを使用して委任管理者の Reachability Analyzer アカウントを無効にする
には、「Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「Cross-account analyses for Reachability Analyzer」
(Reachability Analyzer のクロスアカウント分析) を参照してください。
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IAM と Organizations

AWS Organizations でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャーから利点を得られ
ます。

セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、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 サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプライ
アンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストお
よび検証しています。AWS Organizations に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」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判断されます。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要
因についても責任を担います。

このドキュメントは、Organizations.を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます 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ように Organizations 
を設定する方法を説明します。また、Organizations リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS 
のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Identity and Access Management と AWS Organizations (p. 335)
• AWS Organizationsでのログ記録とモニタリング (p. 349)
• AWS Organizations のコンプライアンス検証 (p. 357)
• AWS Organizations での耐障害性 (p. 357)
• AWS Organizations でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 358)

AWS Identity and Access Management と AWS 
Organizations

AWS Organizations へのアクセスには、認証情報が必要です。これらの認証情報には、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
ス、AWS Organizations 組織単位 (OU) などの AWS リソースへのアクセス許可がある必要があります。次
のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して組織に安全にアクセスし、組
織を管理できるユーザーを制御する方法の詳細を説明します。

組織のどの部分を誰が管理するかを決定するために、AWS Organizations は他の AWS サービスと同じ 
IAM ベースのアクセス許可モデルを使用します。組織の管理アカウントの管理者は、IAM ベースのアクセ
ス許可を付与して、マスターアカウントのユーザー、グループ、ロールにポリシーをアタッチすることで 
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認証

AWS Organizations タスクを実行できます。これらのポリシーは、それらのプリンシパルが実行できるア
クションを指定します。そのユーザーがメンバーとして含まれているグループ、またはユーザーかロール
に直接、IAM アクセス許可ポリシーをアタッチします。ベストプラクティスとして、ユーザーではなくグ
ループにポリシーをアタッチすることをおすすめします。完全な管理者アクセス許可を他のユーザーに付
与することもできます。

AWS Organizations のほとんどの管理者のオペレーションでは、管理アカウントのユーザーまたはグルー
プにアクセス許可をアタッチする必要があります。メンバーアカウントのユーザーが組織の管理オペ
レーションを実行する必要がある場合は、メンバーアカウントのユーザーがロールを引き受けられるよう
に、AWS Organizations アクセス許可を管理アカウントの IAM ロールに付与します。IAM アクセス許可ポ
リシーの一般的な情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの概要」を参照してください。

トピック
• 認証 (p. 336)
• アクセスコントロール (p. 337)
• AWS 組織へのアクセス許可の管理 (p. 337)
• AWS Organizations でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 343)
• タグおよび AWS Organizations による属性ベースのアクセスコントロール (p. 346)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。

• AWS アカウント のルートユーザー － AWS にサインアップする際は、AWS アカウント に関連付けら
れた E メールアドレスとパスワードを指定します。これらは [ルート認証情報]であり、これらの情報を
使用すると、すべての AWS リソースに完全にアクセスできるようになります。

Important

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

• IAM ユーザー － IAM ユーザーは、特定のカスタムアクセス許可 (例: Amazon Elastic File System でファ
イルシステムを作成するアクセス許可) を持つ AWS アカウント 内の ID です。IAM のユーザー名とパス
ワードは、AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または AWS サポートセ
ンターなどのセキュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを生成できます。複数の SDK の 1 つを
通して、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、プログラムで AWS のサービス
にアクセスするときに、これらのキーを使用します。SDK と AWS CLI ツールでは、アクセスキーを使
用してリクエストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストを自分で署名
する必要があります。AWS Organizations では、署名バージョン 4 がサポートされています。これは、
インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、
『』の「署名バージョン 4 の署名プロセスAWS 全般のリファレンス」を参照してください。

• IAM ロール － IAM ロールは、特定のアクセス許可を持ち、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM ID 
です。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。IAM ロール
では、AWS のサービスおよびリソースにアクセスできる一時的なアクセスキーを取得することができま
す。IAM ロール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 – IAM ユーザーを作成するのではなく、AWS Directory 

Service、エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーの既
存のユーザーアイデンティティを使用することもできます。このようなユーザーはフェデレーティッ
ドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、
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アクセスコントロール

フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「フェデレーティッドユーザーとロール」を参照してください。

• クロスアカウントアクセス － アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセ
スするための別の AWS アカウント アクセス許可を付与できます。この例については、IAM ユーザー
ガイドの「チュートリアル: AWS アカウント 間の IAM ロールを使用したアクセス許可の委任」を参
照してください。

• AWS のサービスのアクセス － アカウントで IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアク
セスするための AWS のサービスのアクセス許可を付与できます。例えば、Amazon Redshift がお客
様に代わって Amazon S3 バケットにアクセスし、バケットに保存されたデータを Amazon Redshift 
クラスターにロードすることを許可するロールを作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの AWS のサービスに許可を委任するロールの作成を参照してください。

• Amazon EC2 で実行されるアプリケーション － インスタンス上で実行されるアプリケーションが 
AWS API リクエストを実行する際に使用するアクセスキーを EC2 インスタンスに保存する代わり
に、IAM ロールを使用して、これらのアプリケーション用の一時的認証情報を管理できます。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、インスタンスに添付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認証情報を取得することがで
きます。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Using Roles for Applications 
on Amazon EC2」(Amazon EC2 上のアプリケーションに対するロールの使用) を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、アクセス許可が付与されている場合を除き、AWS 
Organizations リソースを管理またはアクセスすることはできません。たとえば、OU を作成したり、サー
ビスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) をアカウントにアタッチするには、アクセス許可が必要です。

次のセクションでは、AWS Organizations の許可を管理する方法について説明します。

• AWS 組織へのアクセス許可の管理 (p. 337)
• AWS Organizations でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 343)
• タグおよび AWS Organizations による属性ベースのアクセスコントロール (p. 346)

AWS 組織へのアクセス許可の管理
組織のルート、OU、アカウント、ポリシーなどの AWS リソースはすべて、AWS アカウント によって所
有され、リソースの作成またはアクセスを行うアクセス許可は、アクセス許可ポリシーによって管理され
ます。組織では、管理アカウントはすべてのリソースを所有します。アカウント管理者は、IAM アイデン
ティティ (ユーザー、グループ、ポリシー) にアクセス許可ポリシーをアタッチして、AWS リソースへの
アクセスを制御できます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者アクセス許可を持つユーザーです。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。

アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を取得するユーザー、取得するアクセス許可の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。

デフォルトでは、IAM ユーザー、グループ、ロールにはアクセス許可がありません。組織の管理アカウン
トの管理者として管理タスクを行うか、管理アカウントの他の IAM ユーザーまたはロールに管理者のアク
セス許可を委任できます。そのためには、IAM ユーザー、グループ、またはロールに IAM アクセス許可ポ
リシーをアタッチします。デフォルトでは、ユーザーにこれらを行う権限はありません。これは、暗黙的
な拒否と呼ばれます。このポリシーによって、暗黙的な拒否は、ユーザーが実行するアクションや、アク
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ションを実行できるリソースを指定する明示的な許可に上書きされます。ロールにアクセス許可が付与さ
れている場合は、組織内の他のアカウントのユーザーはそのロールを引き受けることができます。

AWS Organizations リソースおよびオペレーション
本セクションでは、AWS Organizations 概念を IAM と同等の概念とどのようにマッピングされるかを説明
します。

リソース

AWS Organizations では、次のリソースへのアクセスをコントロールできます。

• 組織の階層構造を構成するルートおよび OU
• 組織のメンバーであるアカウント
• 組織のエンティティにアタッチするポリシー
• 組織の状態の変更に使用するハンドシェイク

このようなリソースにはそれぞれ、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられています。IAM 
アクセス許可ポリシーの Resource 要素の ARN を指定して、リソースへのアクセスをコントロールしま
す。AWS Organizations で使用されるリソースの ARN 形式の詳細リストについては、IAM ユーザーガイ
ドの「AWS Organizations によって定義されたリソース」をご覧ください。

操作

AWS には、組織のリソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。そのため、リソースの
作成、一覧表示、変更、内容へのアクセス、削除などを行うことができます。ほとんどのオペレーション
は、オペレーションの実行権限を制御する IAM ポリシーの Action 要素で参照できます。IAM ポリシーで
アクセス許可として使用できる AWS Organizations オペレーションのリストについては、IAM ユーザーガ
イドの「AWS Organizations によって定義された API アクションのアクセス許可」を参照してください。

Action と Resource を 1 つのアクセス許可ポリシー Statement で組み合わせると、特定のアクション
を使用できるリソースが正確に制御されます。

条件キー

AWS は特定のアクションにおいて、より詳細な制御を実現するクエリを実行できる条件キーを提供してい
ます。IAM ポリシーの Condition 要素でこれらの条件キーを参照し、ステートメントが一致していると
みなされる条件を満たすように追加条件を指定することができます。

次の条件キーは、AWS Organizations を使用する場合に特に役立ちます。

• aws:PrincipalOrgID － リソースベースのポリシーの Principal 要素の指定を簡素化します。この
グローバルキーは、組織内のすべての AWS アカウントのすべてのアカウント ID を一覧表示する代わり
に使用できます。組織のメンバーであるすべてのアカウントを一覧表示せずに、Condition 要素に組
織 ID (p. 43) を指定することができます。

Note

このグローバル条件は、組織の管理アカウントにも適用されます。

詳細については、IAM ユーザーガイドで「AWS グローバル条件コンテキストキー」の
PrincipalOrgID の説明を参照してください。

• aws:PrincipalOrgPaths － この条件キーを使用して、特定の組織ルート、OU、またはその子のメ
ンバーを照合します。リクエストを行うプリンシパル (ルートユーザー、IAM ユーザー、またはロー
ル) が指定された組織パスにある場合、aws:PrincipalOrgPaths 条件キーは true を返します。パス
とは、AWS Organizations エンティティの構造をテキストで表記したものです。パスの詳細について
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は、IAM ユーザーガイドの「AWS Organizations エンティティパスを理解する」を参照してください。
この条件キーの使用の詳細については、IAM ユーザーガイドの「aws:PrincipalOrgPaths」を参照してく
ださい。

例えば次の条件要素は、同じ組織内の 2 つの OU のいずれかのメンバーと一致します。

            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "aws:PrincipalOrgPaths": [ 
                        "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/", 
                        "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-jkl0-awsddddd/" 
                    ] 
                } 
            }

• organizations:PolicyType － この条件キーを使用して、Organization ポリシー関連 API オペレー
ションを、指定したタイプの Organization ポリシーでのみ動作するように制限できます。この条件キー
は、Organizations ポリシーとやり取りするアクションを含むポリシーステートメントに適用できます。

この条件キーでは、次の値を使用できます。
• AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
• BACKUP_POLICY
• SERVICE_CONTROL_POLICY
• TAG_POLICY

例えば、次のポリシー例では、ユーザーが任意の Organizations オペレーションを実行できます。ただ
し、ポリシー引数を取るオペレーションをユーザーが実行した場合、指定したポリシーがタグ付けポリ
シーである場合にのみオペレーションが許可されます。ユーザーが他のタイプのポリシーを指定した場
合、オペレーションは失敗します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IfTaggingAPIThenAllowOnOnlyTaggingPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "organizations:*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": {  
                "StringLikeIfExists": { 
                    "organizations:PolicyType": [ "TAG_POLICY" ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

• organizations:ServicePrincipal － EnableAWSServiceAccess オペレーショ
ンまたは DisableAWSServiceAccess オペレーションで、他の AWS のサービスを使用
して信頼されたアクセス (p. 238)を有効または無効にする場合の条件として使用できま
す。organizations:ServicePrincipal を使用して、これらのオペレーションからのリクエスト
を、承認されたサービスプリンシパル名のリストに制限できます。

例えば以下のポリシーでは、ユーザーは、AWS Firewall Manager を使用して信頼されたアクセスを有効
および無効にする場合のみ、AWS Organizations を指定することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "AllowOnlyAWSFirewallIntegration", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": {  
                "StringLikeIfExists": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ "fms.amazonaws.com" ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM ポリシーでアクセス権限として使用できる AWS Organizations 固有の条件キーの詳細リストについて
は、IAM ユーザーガイドの AWS Organizations の条件コンテキストキーを参照してください。

リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有
します。具体的には、リソース所有者は、リソース作成リクエストを認証する「プリンシパルエンティ
ティ」(つまり、ルートユーザー、IAM ユーザー、IAM ロール) の AWS アカウント です。AWS の組織の
場合は、これは常に管理アカウントになります。組織のリソースの作成またはアクセスを行うほとんどの
オペレーションは、メンバーアカウントから呼び出すことができません。次の例は、この仕組みを示して
います。

• 管理アカウントのルートアカウントの認証情報を使用して OU を作成する場合の管理アカウントは、リ
ソースの所有者です。(AWS Organizations で、リソースは OU です。)

• 管理アカウントに IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに OU を作成するためのアクセス権限を付与
する場合、そのユーザーは OU を作成できます。ただし、OU リソースを所有しているのは、このユー
ザーが属する管理アカウントです。

• OU を作成するためのアクセス権限を持つ管理アカウントに IAM ロールを作成する場合は、ロールを引
き受けることのできるユーザーはいずれも OU を作成できます。OU リソースを所有するのは、ロール 
(引き受けるユーザーではない) が属する管理アカウントです。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、アクセス許可
ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note

このセクションでは、AWS Organizations のコンテキストでの IAM の使用について説明します。
これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメントについ
ては、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照してください。

IAM 認証情報にアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) と
呼ばれます。リソースにアタッチされたポリシーを、リソースベースのポリシーと呼びます。AWS 
Organizations は、ID ベースのポリシー (IAMポリシー) のみをサポートします。

トピック
• ID ベースのアクセス許可ポリシー (IAM ポリシー) (p. 341)
• リソースベースのポリシー (p. 342)
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ID ベースのアクセス許可ポリシー (IAM ポリシー)

ポリシーを IAM ID にアタッチして、その ID が AWS リソースに対してオペレーションを実行できるよう
にすることができます。例えば、次の操作を実行できます。

• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする - サービスコントロール
ポリシー (SCP) (p. 113) または OU などの AWS Organizations リソースを作成するための権限をユー
ザーに付与するには、ユーザーまたはユーザーが所属するグループにアクセス許可ポリシーをアタッチ
します。ユーザーまたはグループを組織の管理アカウントにする必要があります。

• アクセス許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントのアクセス許可を付与する) － アイデ
ンティティベースのアクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントのアクセス
許可を組織に付与することができます。例えば、管理アカウントの管理者はロールを作成し、次のよう
にクロスアカウントのアクセス許可をメンバーアカウントのユーザーに付与できます。
1. 管理アカウントの管理者は IAM ロールを作成し、ロールにアクセス許可ポリシーをアタッチして組織

のリソースにアクセス許可を付与します。
2. 管理アカウントの管理者は、そのロールを引き受ける Principal として、メンバーアカウントの ID 

を識別するロールに信頼ポリシーをアタッチします。
3. その後、メンバーアカウント管理者は、ロールを引き受けるアクセス権限をメンバーアカウントの

ユーザーに委任できます。これにより、メンバーアカウントのユーザーは、管理アカウントや組織の
リソースを作成し、アクセスできるようになります。ロールを引き受けるアクセス許可を AWS サー
ビスに付与する場合は、信頼ポリシーのプリンシパルも AWS サービスのプリンシパルにできます。

IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。

以下に示しているのは、組織の CreateAccount アクションの実行をユーザーに許可するポリシーの例で
す。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"Stmt1OrgPermissions", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "organizations:CreateAccount" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

ポリシーの Resource 要素に部分的な ARN を指定して、リソースのタイプを示すこともできます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"AllowCreatingAccountsOnResource", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"organizations:CreateAccount", 
         "Resource":"arn:aws:organizations::*:account/*" 
      } 
   ]
}

作成するアカウントに特定のタグを含まないアカウントの作成を拒否することもできます。
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"DenyCreatingAccountsOnResourceBasedOnTag", 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":"organizations:CreateAccount", 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:ResourceTag/key":"value" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティ 
(ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 などの一部のサービスでは、リソースベースのアクセス許可ポリシーもサポートされていま
す。例えば、ポリシーを Amazon S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管
理できます。AWS Organizations では現在、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

ポリシー要素の指定: アクション、条件、効果、リソース
AWS Organizations リソース については、サービスは、一連の API オペレーション、またはアクションを
定義し、何らかの形でリソースと相互作用するか、リソースを操作します。これらのオペレーションを実
行するためのアクセス権限を付与するために、AWS Organizations ではポリシーに一連のアクションを定
義できます。例えば、OU リソースの場合は、AWS Organizations によって次のようなアクションが定義
されています。

• AttachPolicy および DetachPolicy
• CreateOrganizationalUnit および DeleteOrganizationalUnit
• ListOrganizationalUnits および DescribeOrganizationalUnit

場合によっては、API オペレーションを実行する際、アクションまたはリソースのアクセス許可が 2 つ以
上必要になることがあります。

IAM アクセス許可ポリシーで使用できる最もベーシックなポリシーは、次のとおりです。

• Action － このキーワードを使用して、許可または拒否するオペレーション (アクション) を識別します。
例えば、指定した Effect に応じて、organizations:CreateAccount では、AWS Organizations 
の CreateAccount オペレーションを実行するユーザーのアクセス権限を許可または拒否します。詳細
については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーの要素: Action」を参照してください。

• Resource － このキーワードを使用して、ポリシー構文が適用されるリソースの ARN を指定します。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Resource」を参照してください。

• Condition － ポリシーステートメントを満たす必要がある条件を指定するために、このキーワードを使
用します。Condition は通常、ポリシーが一致するために満たす必要がある追加条件を指定します。
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。

• Effect － このキーワードを使用して、ポリシー構文でリソースのアクションを許可または拒否するか
どうかを指定します。リソースへのアクセス権を明示的に付与 (または許可) していない場合、アクセ
スは暗黙的に拒否されます。また、リソースへのアクセスを明示的に拒否することもできます。これに
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より、別のポリシーによってアクセスが許可されていても、ユーザーは、指定のリソースで指定のアク
ションを実行できないことがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー
の要素: Effect」を参照してください。

• Principal － アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) では、ポリシーがアタッチされてい
るユーザーが自動的かつ暗黙的にプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リ
ソースベースのポリシーにのみ適用) を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他
のエンティティを指定します。現在、AWS Organizations では、アイデンティティベースのポリシーの
みサポートしており、リソースベースのポリシーはサポートしていません。

IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドの「 IAM JSON ポリシーのリファレン
ス」を参照してください。

AWS Organizations でアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) を使用する
組織の管理アカウントの管理者として、組織内の AWS (IAM) アイデンティティ (ユーザー、グループ、
ロール) にアクセス許可ポリシーをアタッチすることで、AWS Identity and Access Management リソース
へのユーザーのアクセスをコントロールすることができます。アクセス権限を付与する場合、アクセス権
限を取得するユーザー、取得するアクセス権限の対象となるリソース、およびそれらのリソースに対して
許可される特定のアクションを決定します。ロールにアクセス権限が付与されている場合は、組織内の他
のアカウントのユーザーがそのロールを引き受けることができます。

デフォルトでは、ユーザーには何もアクセス権限が与えられていません。すべてのアクセス権限は、ポリ
シーで明示的に付与されている必要があります。アクセス許可が明示的に付与されていない場合は、暗黙
的に拒否されます。アクセス許可が明示的に拒否されている場合、許可されている可能性があるその他の
ポリシーより優先されます。つまり、ユーザーは明示的に付与されていて、明示的に拒否されていないア
クセス許可だけを持つことになります。

このトピックで説明する基本的な方法に加えて、組織内のリソースに適用されるタグ (組織ルート、組織
単位 (OU)、アカウント、およびポリシー) を使用して、組織へのアクセスをコントロールできます。詳細
については、「タグおよび AWS Organizations による属性ベースのアクセスコントロール (p. 346)」を
参照してください。

完全な管理者権限をユーザーに付与する
組織の IAM ユーザーに、完全な AWS Organizations 管理者権限を付与する IAM ポリシーを作成できま
す。これを行うには、IAM コンソールの JSON ポリシーエディタを使用します。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

初めて [Policies] (ポリシー) を選択する場合には、[Welcome to Managed Policies] (管理ポリシーによ
うこそ) ページが表示されます。[Get Started] (開始する) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON]タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

6. [ポリシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor (ビジュアルエディタ)] タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [概要] を確
認して、ポリシーで許可されている権限を確認します。次に [ポリシーの作成] を選択して作業を保存
します。

IAM ポリシーの作成の詳細については、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。

制限付きのアクセス許可をアクションごとに付与する
完全なアクセス許可ではなく制限されたアクセス許可を付与する場合は、IAM アクセス許可ポリシーの
Action 要素で許可する個々のアクセス許可をリストするポリシーを作成できます。次の例に示すよう
に、ワイルドカード (*) 文字を使用して Describe* および List* のアクセス権限のみを付与することが
できます。この方法では通常、読み取り専用アクセスが組織に付与されます。

Note

サービスコントロールポリシー (SCP) では、Action 要素のワイルドカード (*) 文字は、ポリ
シー自体、または文字列の末尾にのみ使用できます。文字列の先頭または中間には表示されま
せん。そのため、"servicename:action*" は有効ですが、"servicename:*action" と
"servicename:some*action" はいずれも、SCP で無効です。

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

IAM ポリシーで割り当てることができるアクセス許可の完全なリストについては、IAM ユーザーガイドの
「AWS Organizations によって定義されたアクション」を参照してください。

特定のリソースへのアクセス許可の付与
特定のアクションへのアクセスの制限に加えて、組織内の特定のエンティティへのアクセスを制限できま
す。前のセクションの例の Resource 要素は、両方ワイルドカード文字 (*) を指定します。つまり、「ア
クションがアクセスできる任意のリソース」を意味します。代わりに、「*」をアクセスを許可する特定の
エンティティの Amazon リソースネーム (ARN) で置き換えることができます。

例: 単一の OU にアクセス許可を付与する
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次のポリシーの最初のステートメントは、IAM ユーザーに組織全体への読み取りアクセスを許可して
いますが、2 番目のステートメントでは、ユーザーは指定された単一の組織単位 (OU) 内でのみ AWS 
Organizations 管理アクションの実行が許可されます。これは、子 OU には適用されません。請求へのアク
セスは付与されません。ただし、OU 内の AWS アカウント への管理アクセスはできません。指定された 
OU 内のアカウントで AWS Organizations オペレーションを実行するためのアクセス許可のみが付与され
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "organizations:Describe*",  
        "organizations:List*"  
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "organizations:*", 
      "Resource": "arn:aws:organizations::<masterAccountId>:ou/o-<organizationId>/ou-
<organizationalUnitId>" 
    } 
  ]
}

OU と組織の ID は AWS Organizations コンソールから取得するか、または List* API を呼び出して取得
します。このポリシーを適用されたユーザーまたはグループは、OU に直接含まれるエンティティに対し
て任意のアクション ("organizations:*") を実行できます。OU は Amazon リソースネーム (ARN) に
よって識別されます。

ARN に関するその他リソースについては、IAM ユーザーガイドの AWS Organizations によって定義され
たリソースを参照してください。

制限付きサービスプリンシパルに信頼されたアクセスを有効にす
るための権限を付与する
ポリシーステートメントの Condition 要素を使用して、ポリシーステートメントの一致をさらに制限す
ることができます。

例: 特定した 1 つのサービスに信頼されたアクセスを有効にするための権限を付与する

次のステートメントは、特定したサービスのみに信頼されたアクセスを有効にするための制限方法を示し
ています。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のものではなく、別のサービスプ
リンシパルをユーザーが使用して API を呼び出す場合、このポリシーは一致せずリクエストが拒否されま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": {  
                "StringEquals" : { 
                    "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com" 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

ARN に関するその他リソースについては、IAM ユーザーガイドの AWS Organizations によって定義され
たリソースを参照してください。

タグおよび AWS Organizations による属性ベースのア
クセスコントロール
属性ベースのアクセスコントロールでは、AWS リソースと AWS アイデンティティの両方にアタッチされ
たタグなどの管理者によって管理される属性を使用して、それらのリソースへのアクセスをコントロール
することができます。例えば、ユーザーとリソースの両方に特定のタグの同じ値がアタッチされている場
合には、ユーザーがリソースにアクセスできるように指定できます。

AWS Organizations のタグ付け可能なリソースには、AWS アカウント、組織ルート、組織単位 (OU)、ま
たはポリシーがあります。Organizations リソースにタグをアタッチすると、そのタグを使用して、それ
らのリソースにアクセスできるユーザーを制御できます。これを行うには、アクションを許可する前に、
特定のタグキーと値が存在するかどうかを確認するための Condition 要素を AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス許可ポリシーステートメントに追加します。これにより、「キー X と値 Y を
含むタグがアタッチされた OU のみの管理をユーザに許可する」または「ユーザにアタッチされたタグ
キー Z と同じ値を含むキー Z でタグ付けされた OU のみの管理をユーザに許可する」という効果的な IAM 
ポリシーを作成することができます。

IAM ポリシーのさまざまなタイプのタグリファレンスに基づいて Condition テストを行うことができま
す。

• リクエストによって指定されたリソースにアタッチされたタグのチェック (p. 346)
• リクエストを行う IAM ユーザーまたはロールにアタッチされているタグを確認する (p. 347)
• リクエストのパラメータとして含まれているタグをチェックする (p. 347)

ポリシーによるアクセスコントロールでタグを使用する方法の詳細については、「リソースタグを使用し
た IAM ユーザーおよびロールへのアクセスのコントロール」を参照してください。IAM アクセス許可ポリ
シーの完全な構文については、「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照してください。

リクエストによって指定されたリソースにアタッチされたタグの
チェック
AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS いずれかの SDK を
使用してリクエストを行う場合は、そのリクエストによってアクセスするリソースを指定します。利用可
能な特定のタイプのリソースの一覧表示、リソースの読み取り、リソースの書き込み、変更、更新のいず
れかを行う場合は、アクセスするリソースをリクエストのパラメータとして指定します。これらのリクエ
ストは、ユーザーとロールにアタッチする IAM アクセス許可ポリシーによって制御されます。これらのポ
リシーでは、リクエストされたリソースにアタッチされているタグを比較し、それらのタグのキーと値に
応じてアクセスを許可または拒否できます。

リソースにアタッチされているタグを確認するには、タグキー名の前に aws:ResourceTag/ という文字
列を付けて、Condition 要素内のタグを参照します。

例えば、以下のポリシー例では、リソースにキー department と値 security のタグがアタッチされな
い限り、ユーザーまたはロールはすべての AWS Organizations オペレーションを実行することができま
す。そのキーと値が存在する場合、ポリシーによって UntagResource オペレーションが明示的に拒否さ
れます。
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{ 
    "Version" : "2012-10-17", 
    "Statement" : [ 
        { 
            "Effect" : "Allow", 
            "Action" : "organizations:*", 
            "Resource" : "*" 
             
        }, 
        { 
            "Effect" : "Deny", 
            "Action" : "organizations:UntagResource", 
            "Resource" : "*", 
            "Condition" : { 
                "StringEquals" : { 
                    "aws:ResourceTag/department" : "security" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

この要素の使用方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「リソースへのアクセスのコントロール」
および「aws:ResourceTag」を参照してください。

リクエストを行う IAM ユーザーまたはロールにアタッチされて
いるタグを確認する
リクエストを行うユーザー (プリンシパル) が実行できるオペレーションを、そのユーザーの IAM ユーザー
またはロールにアタッチされたタグに応じて制御できます。これを行うには、aws:PrincipalTag/key-
name 条件キーを使用して、呼び出し元のユーザーまたはロールにアタッチする必要のあるタグと値を指
定します。

次の例では、指定されたタグ (cost-center) が、オペレーションを呼び出すプリンシパルと、オペレー
ションによってアクセスされるリソースの両方に同じ値が含まれる場合にのみ、アクションを許可する
方法について説明します。この例では、呼び出し元ユーザーは、インスタンスにユーザーと同じ cost-
center 値がタグ付けされている場合にのみ、Amazon EC2 インスタンスを開始および停止できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:startInstances", 
            "ec2:stopInstances" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"StringEquals":  
            {"ec2:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"}} 
    }
}

この要素の使用方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM プリンシパルのアクセスのコント
ロール」および「aws:PrincipalTag」を参照してください。

リクエストのパラメータとして含まれているタグをチェックする
いくつかのオペレーションでは、リクエストの一部としてタグを指定できます。例えば、リソースを作成
する際に、新しいリソースにアタッチされるタグを指定できます。aws:TagKeys を使用する Condition
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要素を指定し、特定のタグキーまたはキーのセットがリクエストに含まれているかどうかによって、オペ
レーションを許可または拒否できます。この比較演算子では、タグにどのような値が含まれていても問題
ありません。指定されたキーのタグが存在するかどうかだけがチェックされます。

タグキーまたはキーのリストを確認するには、次の構文で Condition 要素を指定します。

"aws:TagKeys": [ "tag-key-1", "tag-key-2", ... , "tag-key-n" ]

比較演算子の前に ForAllValues: を使用することで、リクエストに含まれるすべてのキーが、ポリシー
で指定されたキーの 1 つと確実に一致しているかどうかを確認できます。例えば次のポリシー例では、指
定した 3 つすべてのタグキーがリクエストに存在する場合にのみ、Organizations のすべてのオペレーショ
ンを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "organizations:*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ForAllValues:StringEquals": { 
                "aws:TagKeys": [ 
                    "department", 
                    "costcenter", 
                    "manager" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

あるいは、ForAnyValue: を比較演算子の前に記述して使用し、リクエスト内の少なくとも 1 つのキー
が、ポリシーで指定されたキーの 1 つと確実に一致しているかどうかを確認できます。例えば、次のポリ
シーでは、指定されたタグキーの少なくとも 1 つがリクエスト内に存在する場合にのみ、Organizations の
オペレーションを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "organizations:*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ForAnyValue:StringEquals": { 
                "aws:TagKeys": [ 
                    "stage", 
                    "region", 
                    "domain" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

複数のオペレーションによって、リクエストのタグを指定できます。例えば、リソースを作成す
る際に、新しいリソースにアタッチされるタグを指定できます。ポリシー内のタグキーと値のペア
と、リクエストに含まれるキーと値のペアを比較できます。これを行うには、タグのキー名の前に
aws:RequestTag/key-name という文字列を付けて Condition 要素内のタグを参照し、含まれるべき
タグの値を指定します。
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例えば、次のポリシー例では、ユーザーまたはロールが AWS アカウント を作成するためのリクエストに
costcenter タグが含まれていない場合、またはタグに 1、2、3 以外の値が指定されている場合に、そ
のリクエストが拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "organizations:CreateAccount", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/costcenter": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "organizations:CreateAccount", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestTag/costcenter": [ 
                        "1", 
                        "2", 
                        "3" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

これらの要素を使用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「aws:TagKeys」および
「aws:RequestTag」を参照してください。

AWS Organizationsでのログ記録とモニタリング
ベストプラクティスとして、変更がログに記録されることを確実にするために組織を監視する必要があり
ます。これにより、予期しない変更を調査することができ、不要な変更をロールバックできます。現在 
AWS Organizations では、組織および組織内で発生するアクティビティを監視することができる 2 つの 
AWS のサービスをサポートしています。

トピック
• AWS CloudTrail を使用した AWS Organizations API呼び出しのロギング (p. 349)
• Amazon CloudWatch Events (p. 356)

AWS CloudTrail を使用した AWS Organizations API呼
び出しのロギング
AWS Organizations は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、ま
たは AWS の AWS Organizations のサービスによって実行されたアクションをレコードするサービスで
す。CloudTrail は、AWS Organizations コンソールからの呼び出しや AWS Organizations API へのコー
ド呼び出しを含む、AWS Organizations のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。
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トレイルを作成すると、AWS Organizations のイベントを含む CloudTrail イベントの Amazon S3 ケッ
トへの継続的な配信が可能になります。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event 
history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS 
Organizations 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。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

Important

AWS Organizations の CloudTrail に関するすべての情報は、米国東部 (バージニア北部) リージョ
ンのみで表示できます。CloudTrail コンソールで AWS Organizations アクティビティが表示され
ない場合は、右上隅のメニューを使用して、コンソールを 米国東部 (バージニア北部) に設定しま
す。AWS CLI または SDK ツールを使用して CloudTrail のクエリを実行する場合、クエリを米国
東部 (バージニア北部) エンドポイントに指定します。

CloudTrail での AWS Organizations 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。AWS Organizations でアクティ
ビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイ
ベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、 で表示、検索、ダウンロードで
きますAWS アカウント 詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してく
ださい。

AWS Organizations のイベントなど、AWS アカウント のイベントの継続的な記録については、追跡を作
成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。AWS アカウ
ントで CloudTrail ログ記録が有効になっている場合、AWS Organizations アクションに対して行われた 
API コールが CloudTrail ログファイルで追跡され、他の AWS のサービスのレコードとともにこのファイ
ルに書き込まれます。その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたデータをより
詳細に分析し、それに基づく対応を行うことができます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定

すべての AWS Organizations アクションは CloudTrail によってログに記録され、AWS OrganizationsAPI 
リファレンスに記録されます。例えば、CreateAccount (CreateAccountResult イベントを含
む)、ListHandshakesForAccount、CreatePolicy、および InviteAccountToOrganization に
対する呼び出しにより、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各ログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。ログエントリのユーザーアイデン
ティティ情報は、次のことを確認するのに役立ちます。

• リクエストが、ルートユーザーまたは IAM ユーザーのどちらの認証情報を使用して送信されたかどうか
• リクエストが、IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報またはフェデレーティッドユーザーによっ

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 エレメントを参照してください。

AWS Organizations ログファイルエントリの理解
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
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メータなどの情報が含まれます。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。

ログエントリの例: CloseAccount

次の例は、API が呼び出され、アカウントを閉鎖するワークフローがバックグラウンドで処理を開始する
際に生成されるサンプルの CloseAccount 呼び出しの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "my-session-id" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2022-03-18T18:17:06Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z", 
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
    "eventName": "CloseAccount", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1", 
    "userAgent":  "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...", 
    "requestParameters": { 
        "accountId": "555555555555" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "e28932f8-d5da-4d7a-8238-ef74f3d5c09a", 
    "eventID": "19fe4c10-f57e-4cb7-a2bc-6b5c30233592", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

次の例は、アカウントを閉鎖するためのバックグラウンドワークフローが正常に完了した後の
CloseAccountResult 呼び出しの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "111122223333", 
    "invokedBy": "organizations.amazonaws.com" 
  }, 
  "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z", 
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
  "eventName": "CloseAccountResult", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
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  "sourceIPAddress": "organizations.amazonaws.com", 
  "userAgent": "organizations.amazonaws.com", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": null, 
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
  "serviceEventDetails": { 
    "closeAccountStatus": { 
      "accountId": "555555555555", 
      "state": "SUCCEEDED", 
      "requestedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM", 
      "completedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM" 
    } 
   }, 
   "eventCategory": "Management"
}

ログエントリの例: CreateAccount

次の例は、API が呼び出され、アカウントを作成するワークフローがバックグラウンドで処理を開始する
際に生成されるサンプルの CreateAccount 呼び出しの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "my-session-id" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-09-16T21:16:45Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z", 
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateAccount", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1", 
    "userAgent":  "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...", 
    "requestParameters": { 
        "tags": [], 
        "email": "****", 
        "accountName": "****" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "createAccountStatus": { 
            "accountName": "****", 
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            "state": "IN_PROGRESS", 
            "id": "car-examplecreateaccountrequestid111", 
            "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM" 
        } 
    }, 
    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

次の例は、アカウントを作成するためのバックグラウンドワークフローが正常に完了した後の
CreateAccount 呼び出しの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "111122223333", 
    "invokedBy": "..." 
  }, 
  "eventTime": "2020-09-16T21:20:53Z", 
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateAccountResult", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
  "userAgent": "....", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": null, 
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
  "serviceEventDetails": { 
    "createAccountStatus": { 
      "id": "car-examplecreateaccountrequestid111", 
      "state": "SUCCEEDED", 
      "accountName": "****", 
      "accountId": "444455556666", 
      "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM", 
      "completedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:53 PM" 
    } 
  }
}

次の例は、CreateAccount バックグラウンドワークフローがアカウントの作成に失敗した後に生成され
る CloudTrail ログエントリを示しています。

  { 
  "eventVersion": "1.06", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "111122223333", 
    "invokedBy": "AWS Internal" 
  }, 
  "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z", 
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateAccountResult", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "AWS Internal", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": null, 
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 

353



AWS Organizations ユーザーガイド
AWS CloudTrail を使用した AWS 

Organizations API呼び出しのロギング

  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
  "serviceEventDetails": { 
    "createAccountStatus": { 
      "id": "car-examplecreateaccountrequestid111", 
      "state": "FAILED", 
      "accountName": "****", 
      "failureReason": "EMAIL_ALREADY_EXISTS", 
      "requestedTimestamp": Jun 21, 2018 10:06:27 PM, 
      "completedTimestamp": Jun 21, 2018 10:07:15 PM 
    } 
  }
}           

ログエントリの例: CreateOrganizationalUnit
サンプルの CreateOrganizationalUnit 呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "diego" 
    }, 
    "eventTime": "2017-01-18T21:40:11Z", 
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateOrganizationalUnit", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36", 
    "requestParameters": { 
        "name": "OU-Developers-1", 
        "parentId": "r-a1b2" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "organizationalUnit": { 
            "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-aa111bb222/ou-
examplerootid111-exampleouid111", 
            "id": "ou-examplerootid111-exampleouid111", 
            "name": "test-cloud-trail" 
        } 
    }, 
    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

ログエントリの例: InviteAccountToOrganization
サンプルの InviteAccountToOrganization 呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示しま
す。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
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        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "diego" 
    }, 
    "eventTime": "2017-01-18T21:41:17Z", 
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
    "eventName": "InviteAccountToOrganization", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36", 
    "requestParameters": { 
        "notes": "This is a request for Mary's account to join Diego's organization.", 
        "target": { 
            "type": "ACCOUNT", 
            "id": "111111111111" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "handshake": { 
            "requestedTimestamp": "Jan 18, 2017 9:41:16 PM", 
            "state": "OPEN", 
            "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-aa111bb222/invite/h-
examplehandshakeid111", 
            "id": "h-examplehandshakeid111", 
            "parties": [ 
                { 
                    "type": "ORGANIZATION", 
                    "id": "o-aa111bb222" 
                }, 
                { 
                    "type": "ACCOUNT", 
                    "id": "222222222222" 
                } 
            ], 
            "action": "invite", 
            "expirationTimestamp": "Feb 2, 2017 9:41:16 PM", 
            "resources": [ 
                { 
                    "resources": [ 
                        { 
                            "type": "MASTER_EMAIL", 
                            "value": "diego@example.com" 
                        }, 
                        { 
                            "type": "MASTER_NAME", 
                            "value": "Management account for organization" 
                        }, 
                        { 
                            "type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET", 
                            "value": "ALL" 
                        } 
                    ], 
                    "type": "ORGANIZATION", 
                    "value": "o-aa111bb222" 
                }, 
                { 
                    "type": "ACCOUNT", 
                    "value": "222222222222" 
                }, 
                { 
                    "type": "NOTES", 
                    "value": "This is a request for Mary's account to join Diego's 
 organization." 
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                } 
            ] 
        } 
    }, 
    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

ログエントリの例: AttachPolicy

サンプルの AttachPolicy 呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示します。このレスポンス
は、リクエストされたポリシータイプが、アタッチが試行された root で有効でないため、呼び出しが失敗
したことを示します。

{ 
    "eventVersion": "1.06", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "diego" 
    }, 
    "eventTime": "2017-01-18T21:42:44Z", 
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com", 
    "eventName": "AttachPolicy", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36", 
    "errorCode": "PolicyTypeNotEnabledException", 
    "errorMessage": "The given policy type ServiceControlPolicy is not enabled on the 
 current view", 
    "requestParameters": { 
        "policyId": "p-examplepolicyid111", 
        "targetId": "ou-examplerootid111-exampleouid111" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

Amazon CloudWatch Events
AWS Organizations では、管理者が指定したアクションが組織内で発生した場合に、CloudWatch Events 
を使用してイベントを発生させることができます。例えば、アクションの重要性のため、ほとんどの管理
者は、組織内に誰かが新しいアカウントを作成するたびに、またはメンバーアカウントの管理者が組織を
離れようとするたびに警告を受けたいと考えています。これらのアクションを探す CloudWatch Events 
ルールを設定し、生成されたイベントを管理者が定義したターゲットに送信できます。受信者に E メール
またはテキストメッセージを送信する Amazon SNS トピックをターゲットに指定できます。また、後で確
認するためにアクションの詳細をログに記録する AWS Lambda 関数を作成することもできます。

組織内の主要なアクティビティをモニタリングするための CloudWatch Events を有効にする方法を説明す
るチュートリアルについては、「チュートリアル: Amazon CloudWatch を使用して、組織の重要な変更を
モニタリングする  (p. 18)」を参照してください。
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設定や有効化の方法などの CloudWatch Events の詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザー
ガイドを参照してください。

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

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

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

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

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

Note

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

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

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

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

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

AWS Organizations での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベ
イラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバー
するアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーン
は、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張
性が優れています。

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。
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AWS Organizations でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスとして、AWS Organizations は「Best Practices for Security, Identity, and 
Compliance」(セキュリティ、ID、およびコンプライアンスのベストプラクティス) 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によって保護されます。

Organizations には、AWS が公開した API コールを使用してネットワーク経由でアクセスします。クライ
アントは Transport Layer Security (TLS) をサポートしている必要があります。TLS 1.2 以降を推奨してい
ます。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの 
Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があり
ます。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

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。使用可能な FIPS エンドポイ
ントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。

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

358

http://aws.amazon.com/architecture/security-identity-compliance/
http://aws.amazon.com/architecture/security-identity-compliance/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/


AWS Organizations ユーザーガイド
AWS Organizations のクォータ

AWS Organizations リファレンス
このセクションのトピックを使用して、AWS Organizations のさまざまな側面に関する詳細な参考資料を
検索します。

トピック
• AWS Organizations のクォータ (p. 359)
• AWS Organizations で使用可能な AWS 管理ポリシー (p. 362)

AWS Organizations のクォータ
このセクションでは、AWS Organizations に影響を与えるクォータを指定します。

命名ガイドライン
以下は、AWS Organizations で作成する名前に関するガイドラインです。アカウント名、組織単位 (OU)、
ルート、ポリシーなどが対象です。

• 名前は Unicode 文字で構成すること
• 名前の最大文字列長は、オブジェクトによって異なります。それぞれの実際の制限を確認するに

は、AWS Organizations API リファレンスでオブジェクトを作成する API オペレーションを検索してく
ださい。そのオペレーションの Name パラメータの詳細を確認します。例: アカウント名または OU 名。

最大値および最小値
AWS Organizations のエンティティのデフォルトの最大数を次に示します。

Note

Service Quotas コンソールを使用して、これらの値の一部を引き上げるよう要求できます。
Organizations は、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で物理的にホストされ
ているグローバルサービスです。したがって、Service Quotas コンソール、AWS CLI、または 
AWS SDKを使用する場合は、us-east-1 を使用して Organizations のクォータにアクセスする
必要があります。

組織の AWS アカウント の
数

10 — 組織で許容されるアカウントのデフォルトの最大数。より多く必要
な場合は、Service Quotas コンソールを使用して数を増やすようリクエス
トできます。

アカウントに送信された招待はこのクォータに対してカウントされます。
招待されたアカウントが拒否された場合、管理アウントが招待をキャンセ
ルした場合、または招待状の有効期限が切れた場合は、カウントが返され
ます。

組織の root の数 1

組織の OU の数 1,000

組織の各タイプのポリシー
の数

ポリシータイプあたり 1000
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最大値および最小値

ポリシードキュメントの最
大サイズ

サービスコントロールポリシー: 5120 バイト (文字数ではない)

AI サービスのオプトアウトポリシー: 2500 文字

バックアップポリシー: 10,000 文字

タグポリシー: 10,000 文字

注意: AWS Management Console を使用してポリシーを保存した場
合、JSON 要素間で引用符の外側にある余分な空白 (スペースや改行など) 
は削除され、カウントされません。SDK オペレーションまたは AWS CLI 
を使用してポリシーを保存した場合、ポリシーは指定したとおりに保存さ
れ、文字の自動削除は行われません。

ルート内の OU 最大ネスト
数

ルート以下に 5 レベルの OU 深。

24 時間以内に試行できる招
待の最大回数

20 または組織で許可される最大アカウント数のいずれか大きい方です。
承諾済みの招待は、このクォータに対してカウントされません。1 つの招
待が承諾されるとすぐ、同じ日に別の招待を送信できます。

組織で許可される最大アカウント数が 20 未満の場合、組織に含めること
ができるアカウント数を超えてアカウントを招待しようとすると、「ア
カウント制限を超えました」という例外が発生します。ただし、招待を
キャンセルして、1 日に最大 20 回まで新しい招待を送信することができ
ます。

同時に作成できるメンバー
アカウントの数

5 － 1 つが終了するとすぐに他を開始できますが、一度に進行できるのは 
5 つのみです。

30 日間に閉鎖できるメン
バーアカウントの数

組織内のメンバーアカウントの 10% (上限 200)。

• 100 アカウント未満 — 最大 10 人のメンバーアカウントを閉鎖できます
• 100～2,000 アカウント — メンバーアカウントの最大 10% を閉鎖でき

ます
• > 2,000 アカウント — 最大 200 人のメンバーアカウントを閉鎖できま

す

例えば、メンバーアカウントが 2,500 ある場合、30 日間に最大 200 
(250 ではありません）のアカウントを閉鎖できます。この上限に達する
と、AWS Billing コンソールで追加のアカウントを閉鎖できます。また、
上限数がリセットされるまで待ちます。詳細については、「AWS Billing 
ユーザーガイド」の「アカウントの解約」を参照してください。

同時に閉鎖できるメンバー
アカウントの数

3 – 同時に実行できるアカウント閉鎖は 3 つだけです。1 つが終了すると
すぐに、別のアカウントを閉鎖できます。

ポリシーをアタッチできる
エンティティの数

無制限

ルート、OU、またはアカ
ウントにアタッチできるタ
グの数

50

リソースベースの委任ポリ
シーの最大サイズ

40,000 文字
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最大値および最小値

ハンドシェイクの有効期限
AWS Organizations のハンドシェイクのタイムアウトを次に示します。

組織に参加するための
招待

15 日間

組織内のすべての機能
を有効にするリクエス
ト

90 日間

ハンドシェイクが削除
され、リストに表示さ
れなくなる

ハンドシェイクの完了から 30 日後

1 つのエンティティにアタッチできるポリシーの数
最小値および最大値は、ポリシータイプとポリシーをアタッチするエンティティよって異なります。次の
表では、各ポリシータイプおよび各タイプにアタッチできるエンティティの数を示します。

Note

これらの数は、OU またはアカウントに直接アタッチされたポリシーにのみ適用されます。継承
によって OU またはアカウントに影響を与えるポリシーは、これらの制限にはカウントされませ
ん。

ポリシータイプ エンティティにアタッ
チされる最小数

ルートにアタッチ
される最大値

OU あたりの最大
アタッチ数

アカウントあたり
の最大アタッチ数

サービスコント
ロールポリシー

1 － 各エンティティに
は常に少なくとも 1 つ
の SCP がアタッチされ
る必要があります。エ
ンティティから最後の 
SCP を削除することは
できません。

5 5 5

AI サービスのオ
プトアウトポリ
シー

0 5 5 5

バックアップポリ
シー

0 10 10 10

タグポリシー 0 10 10 10

Note

現在、ルートは組織に 1 つのみ持つことができます。
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AWS Organizations で使用可能な AWS 管理ポリ
シー

このセクションでは、組織を管理するために提供される AWS 管理ポリシーを特定します。AWS 管理ポリ
シーを変更または削除することはできませんが、必要に応じて組織内のエンティティにアタッチまたはデ
タッチすることができます。

AWS Identity and Access Management (IAM) で使用す
るための AWS Organizations 管理ポリシー
IAM管理ポリシーは、AWS によって提供され、維持されます。管理ポリシーは、管理ポリシーを適切な 
IAM ユーザーまたはロールオブジェクトにアタッチすることでユーザーに割り当てることができる、一般
的なタスクに対するアクセス許可を提供します。ポリシーを自分で記述する必要はなく、AWS が新しい
サービスを適切にサポートするためにポリシーを更新するとすぐに、更新のメリットを自動的に得ること
ができます。AWS 管理ポリシーのリストは、IAM コンソールの [Policies] (ポリシー) ページで確認できま
す。[Filter policies] (フィルターポリシー) のドロップダウンを使用して、[AWS managed] ( マネージド) を
選択します。

以下の管理ポリシーを使用して、組織のユーザーにアクセス許可を付与できます

ポリシー名 説明 ARN

AWSOrganizationsFullAccess組織を作成し、完全に管理するために
必要なすべてのアクセス許可を提供
します。次のスニペットは、このポリ
シーステートメントの内容を示してい
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": 
 "organizations:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                
 "account:PutAlternateContact", 
                
 "account:DeleteAlternateContact", 
                
 "account:GetAlternateContact", 
                
 "account:GetContactInformation", 
                
 "account:PutContactInformation", 
                
 "account:ListRegions", 
                
 "account:EnableRegion", 
                
 "account:DisableRegion" 

arn:aws:iam::aws:policy/
AWSOrganizationsFullAccess
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ポリシー名 説明 ARN
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": 
 "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    
 "iam:AWSServiceName": 
 "organizations.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSOrganizationsReadOnlyAccess組織に関する情報への読み取り専用ア
クセスを提供します。ユーザーがこれ
に変更を加えることはできません。次
のスニペットは、このポリシーステー
トメントの内容を示しています。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            
 "organizations:Describe*", 
            "organizations:List*" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            
 "account:GetAlternateContact", 
            
 "account:GetContactInformation", 
            "account:ListRegions" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

arn:aws:iam::aws:policy/
AWSOrganizationsReadOnlyAccess

Organizations の AWS 管理ポリシーの更新
次の表は、AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始した以降
の分について示しています。このページの変更に関する自動通知については、AWS Organizations ドキュ
メントの履歴ページ (p. 373)の RSS フィードをサブスクライブしてください。
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変更 説明 日付

AWSOrganizationsFullAccess - 
Organizations　コンソールを介して 
AWS リージョン を有効化または無効化
するために必要な API アクセス許可を
アカウントに付与できるように更新さ
れました。

Organizations では、ポリシーに
account:ListRegions、account:EnableRegion、
および account:DisableRegion ア
クションを追加して、アカウントの
リージョンを有効または無効にするた
めの書き込みアクセスを有効にしまし
た。

2022 年 12 月 22 日

AWSOrganizationsReadOnlyAccess - 
Organizations コンソールを介してアカ
ウントの AWS リージョン を一覧表示
するために必要な API アクセス許可を
アカウントに付与できるように更新さ
れました。

Organizations では、ポリシーに
account:ListRegions アクションを
追加して、アカウントのリージョンを
表示するためのアクセスを有効にしま
した。

2022 年 12 月 22 日

AWSOrganizationsFullAccess - 
Organizations コンソールを介してアカ
ウントの連絡先を追加または編集する
ために必要な API アクセス許可をアカ
ウントに付与できるように更新されま
した。

Organizations では、ポリシーに
account:GetContactInformation
および
account:PutContactInformation
アクションを追加して、アカウントの
連絡先を変更するための書き込みアク
セスを有効にしました。

2022 年 10 月 21 日

AWSOrganizationsReadOnlyAccess - 
Organizations コンソールを介してアカ
ウントの連絡先を表示するために必要
な API アクセス許可をアカウントに付
与できるように更新されました。

Organizations では、ポリシーに
account:GetContactInformation
アクションを追加して、アカウントの
連絡先を表示するためのアクセスを有
効にしました。

2022 年 10 月 21 日

AWSOrganizationsFullAccess — 組織を
作成できるように更新されました。

Organizations では、組織の作成に必
要なサービスリンクロールの作成で
きるようにするために、ポリシーに
CreateServiceLinkedRole アクセ
ス許可を追加しました。アクセス許可
は、organizations.amazonaws.com
のサービスのみで使用できるロールの
作成に制限されています。

2022 年 8 月 24 日

AWSOrganizationsFullAccess – 
Organizations コンソールでアカウント
の代替連絡先を追加、編集、または削
除するために必要な API アクセス許可
をアカウントに付与できるように更新
されました。

Organizations では、アカウント
の代替連絡先を変更するための
書き込みアクセスを有効にする
account:GetAlternateContact、account:DeleteAlternateContact、
および
account:PutAlternateContact
アクションがポリシーに追加されまし
た。

2022 年 2 月 7 日

AWSOrganizationsReadOnlyAccess – 
Organizations コンソールでアカウント
の代替連絡先を表示するために必要な 
API アクセス許可をアカウントに付与
できるように更新されました。

Organizations では、アカウ
ントの代替連絡先を表示する
ためのアクセスを有効にする
account:GetAlternateContact
アクションがポリシーに追加されまし
た。

2022 年 2 月 7 日
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AWS Organizations 管理サービスコントロールポリ
シー
サービスコントロールポリシー (SCP) (p. 113) は、IAM アクセス許可ポリシーと似ていますが、IAM で
はなく AWS Organizations の機能です。SCP を使用して、有効化されるエンティティの最大アクセス権
限を指定します。SCP は、組織内のルート、組織単位 (OU)、またはアカウントにアタッチできます。自
分で作成することも、IAM で定義したポリシーを使用することもできます。Organizations コンソール の 
[Policies] (ポリシー) ページに、組織内のポリシーのリストが表示されます。

Important

すべての root、OU、アカウントには常に少なくとも 1 つの SCP がアタッチされていなければな
りません。

ポリシー名 説明 ARN

FullAWSAccess メンバーアカウントに AWS 
Organizations 管理アカウントへのアク
セスを提供します。

arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-
FullAWSAccess
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AWS Organizations のトラブル
シューティング

AWS Organizations の操作中に問題が発生した場合は、このセクションのトピックを参照してください。

トピック
• 一般的な問題のトラブルシューティング (p. 366)
• AWS Organizations ポリシーのトラブルシューティング (p. 368)

一般的な問題のトラブルシューティング
この情報を使用して、アクセス拒否された問題や、AWS Organizations を操作するときに発生する可能性
のある他の一般的な問題の診断や修復を行います。

トピック
• AWS Organizations にリクエストを送信すると､「アクセス拒否」というメッセージが表示され

る (p. 366)
• 一時的なセキュリティ認証情報を使用してリクエストを送信すると「アクセスが拒否されました」と

いうメッセージが表示される (p. 367)
• 組織をメンバーアカウントとして残したり、メンバーアカウントを管理アカウントとして削除しよう

とすると、「アクセスが拒否されました」というメッセージが表示されます。 (p. 367)
• 組織にアカウントを追加しようとすると「クォータを超えました」というメッセージが表示され

る (p. 367)
• アカウントを追加または削除するときに「このオペレーションでは待機期間が必要です」というメッ

セージが表示される (p. 368)
• 組織にアカウントを追加しようとすると「組織がまだ初期化中です」というメッセージが表示され

る (p. 368)
• 組織にアカウントを招待しようとすると、「招待は無効になっています」というメッセージが表示さ

れる。 (p. 368)
• 変更がすぐに表示されない (p. 368)

AWS Organizations にリクエストを送信すると､「ア
クセス拒否」というメッセージが表示される
• 要求したアクションとリソースを呼び出す権限を持っているかを確認します。管理者は、ユーザー、グ

ループ、ロールに IAM ポリシーをアタッチし、許可を付与する必要があります。ポリシーが時間帯また
は IP アドレス制限などの条件を含む権限を付与する記述をしている場合は、リクエストを送信する際に
それらの条件を満たす必要もあります。ユーザー、グループ、ロールのポリシーの表示または修正に関
する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの使用」を参照してください。

• 手動で API リクエストに署名する (AWS SDK を使用しない) 場合は、正確にリクエストに署名している
ことを確認します。
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一時的なセキュリティ認証情報を使用してリクエスト
を送信すると「アクセスが拒否されました」という
メッセージが表示される
• リクエストの作成に使用している ユーザーまたはロールに適切なアクセス権限があることを確認し

ます。一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限は ユーザーまたはロールから生じるものである
ため、 ユーザーまたはロールに付与されたアクセス権限に制限されます。一時的なセキュリティ認証
情報のアクセス権限がどのように決定されるかについては、「IAM ユーザーガイド」の「Controlling 
Permissions for Temporary Security Credentials」を参照してください。

• リクエストが正しく署名されており、そのリクエストの形式が正しいことを確認します。詳細について
は、選択した SDK の ツールキット ドキュメント、または IAM ユーザーガイドの「AWS リソースへの
アクセスをリクエストするための一時的なセキュリティ認証情報の発行」を参照してください。

• 一時的な認証情報が失効していないことを確認します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Requesting Temporary Security Credentials」を参照してください。

組織をメンバーアカウントとして残したり、メンバー
アカウントを管理アカウントとして削除しようとする
と、「アクセスが拒否されました」というメッセージ
が表示されます。
• メンバーアカウントを削除できるのは、メンバーアカウントでの請求を IAM ユーザーアクセスで有効に

した後のみです。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「Billing and Cost Management コン
ソールへのアクセスを有効にする」を参照してください。

• アカウントがスタンドアロンアカウントとして動作するために必要な情報を持っている場合にのみ、組
織からアカウントを削除できます。AWS Organizations コンソール、API、AWS CLI コマンドを使用し
て組織内にアカウントを作成した場合、その情報が自動的に収集されるわけではありません。スタンド
アロンとして使用する各アカウントについて、まず AWS カスタマーアグリーメントに同意してサポー
トプランを選択し、必須の連絡先情報を入力および確認して、現在のお支払い方法を入力する必要があ
ります。この支払い方法は、アカウントが組織に関連付けられていない間に発生する AWS の課金対象 
(AWS 無料利用枠外) のアクティビティに対して課金するために AWS によって使用されます。詳細につ
いては、「メンバーアカウントとしての組織からの登録解除 (p. 73)」を参照してください。

組織にアカウントを追加しようとすると「クォータを
超えました」というメッセージが表示される
組織内で保持できるアカウントの数には上限があります。削除したアカウントや閉じたアカウントは、引
き続きこのクォータに対してカウントされます。

参加の招待は、組織内のアカウントの上限数に対してカウントされます。招待されたアカウントが拒否さ
れた場合、管理アウントが招待をキャンセルした場合、または招待状の有効期限が切れた場合は、カウン
トが返されます。

• AWS アカウント を閉じたり、削除したりする前に、そのアカウントを組織から除外 (p. 70)して、以後
クォータにカウントされないようにしてください。

• クォータ引き上げのリクエストの詳細については、「最大値および最小値 (p. 359)」を参照してくださ
い。
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アカウントを追加または削除するときに「このオペ
レーションでは待機期間が必要です」というメッセー
ジが表示される
一部のアクションでは待機期間が必要です。たとえば、作成したばかりのアカウントをすぐに削除するこ
とはできません。数日後にアクションを再試行してください。アカウントを追加または削除するときにア
カウントのクォータに関する問題が発生した場合は、「最大値および最小値 (p. 359)」でクォータの引き
上げをリクエストする方法について確認してください。

組織にアカウントを追加しようとすると「組織がまだ
初期化中です」というメッセージが表示される
このエラーが表示され、組織を作成してから 1 時間以上が経過している場合は、AWS Support までお問い
合わせください。

組織にアカウントを招待しようとすると、「招待は無
効になっています」というメッセージが表示される。
これは、組織内のすべての機能を有効にする (p. 36)場合に発生します。このオペレーションには時間がか
かり、すべてのメンバーアカウントが応答する必要があります。オペレーションが完了するまで、新しい
アカウントを組織サイトに加入するよう招待することはできません。

変更がすぐに表示されない
世界中のデータセンター内のコンピューターを介してアクセスされるサービスとして、AWS 
Organizations は、結果整合性と呼ばれる分散コンピューティングモデルを採用しています。AWS 
Organizations で行った変更は、すべての可能なエンドポイントから認識されるまでに時間がかかります。
この遅延は、サーバー間、レプリケーションゾーン間、世界中のリージョン間でのデータ送信にかかる時
間から発生している場合もあります。AWS Organizations ではパフォーマンス向上のためにキャッシュも
使用しているため、これが原因で遅延が発生することがあります。変更は、以前にキャッシュされたデー
タがタイムアウトになるまで反映されない場合があります。

発生する可能性のあるこれらの遅延を考慮して、グローバルなアプリケーションを設計します。ある場所
で行われた変更が別の場所にすぐに表示されない場合でも、適切に動作することを確認します。

AWS の他のいくつかのサービスがこの遅延からどのような影響を受けるかの詳細については、以下のリ
ソースを参照してください。

• Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの「データの整合性の管理」
• 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 Data Consistency Model」
• AWS Big Data Blog の「ETL ワークフローに Amazon S3 および Amazon Elastic MapReduce を使用す

る場合の整合性の確保」
• Amazon EC2 API リファレンスの「EC2 の結果整合性」

AWS Organizations ポリシーのトラブルシューティ
ング

AWS Organizations ポリシーで検出された共通のエラーを診断して変更するために、この情報を使用しま
す。

368

https://console.aws.amazon.com/support/home#/
https://wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/managing-data-consistency.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Introduction.html#ConsistencyModel
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/ensuring-consistency-when-using-amazon-s3-and-amazon-elastic-mapreduce-for-etl-workflows/
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/ensuring-consistency-when-using-amazon-s3-and-amazon-elastic-mapreduce-for-etl-workflows/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/query-api-troubleshooting.html#eventual-consistency


AWS Organizations ユーザーガイド
サービスコントロールポリシー

サービスコントロールポリシー
AWS Organizations のサービスコントロールポリシー (SCP) は IAM ポリシーと類似しており、共通構文
を共有します。この構文は、JavaScript Object Notation(JSON) のルールで始まります。JSON では、オブ
ジェクトおよびオブジェクトを構成する名前と値のペアを指定します。IAM ポリシーの文法は、アクセス
許可を付与するためにポリシーを使用する AWS のサービスに対して名前と値がどのような意味を持ち、
どのように解釈されるかを定義するものです。

AWS Organizations では、IAM 構文と文法のサブセットを使用します。詳細については、「」を参照して
くださいSCP 構文 (p. 129)

一般的なポリシーエラー
• 複数のポリシーオブジェクト (p. 369)
• 複数の Statement 要素 (p. 370)
• ポリシードキュメントが最大サイズを超えています (p. 370)

複数のポリシーオブジェクト
SCP は、1 つの JSON オブジェクトのみで構成する必要があります。オブジェクトは括弧（{ }）で囲んで
示します。外側の { } のペア内に追加の { } を埋め込むことによって JSON オブジェクト内で他のオブジェ
クトをネストすることができますが、ポリシーに含めることができるのは一番外側の { } のペアのみです。
次の例は、最上位に 2 つのオブジェクト (#で示した箇所) が含まれているため、誤りです。

{
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement":  
  { 
     "Effect":"Allow", 
     "Action":"ec2:Describe*", 
     "Resource":"*" 
  }
}
{ 
  "Statement": { 
     "Effect": "Deny", 
     "Action": "s3:*", 
     "Resource": "*" 
  }
}

ただし、正しいポリシーの文法を使用して、前述の例の目的を果たすことができます。それぞれに独自の
Statement 要素を含む 2 つのポリシーオブジェクトを含める代わりに、1 つの Statement 要素に 2 つ
のブロックを組み合わせて使用することができます。Statement 要素には、次の例に示すように 2 つの
オブジェクトの配列を値として指定します。

{ 
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ec2:Describe*", 
      "Resource":" *" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "*" 
    } 
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  ]
}

この例では、2 つの要素による効果は異なるため、1 つの要素を含む Statement に圧縮することはでき
ません。構文は、各構文の Effect や、Resource 要素が同一の場合にのみ、組み合わせることができま
す。

複数の Statement 要素
このエラーは、一見、前のセクションのエラーのバリエーションのように見えますが、構文上はエラーの
種類が異なります。次の例では、最上位の 1 ペアの { } で示された 1 つのポリシーオブジェクトのみが存
在します。そのオブジェクト内に 2 つの Statement 要素が含まれています。

SCP には、名前 (Statement) の後にコロン、その後に値という形式で構成される 1 つの Statement 要
素のみを指定する必要があります。Statement 要素の値は、{} で示され、1 つの Effect 要素、1 つの
Action 要素、および 1 つの Resource 要素を含むオブジェクトである必要があります。次の例は、ポリ
シーオブジェクトに 2 つの Statement 要素が含まれているため、誤りです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "ec2:Describe*", 
    "Resource": "*" 
  }, 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": "*" 
  }
}

値オブジェクトは複数の値オブジェクトの配列にすることができるため、次の例に示すように、2 つの
Statement 要素を組み合わせて 1 つの要素にすることで、この問題を解決できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ec2:Describe*", 
      "Resource":"*" 
    },
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "*" 
    }
 ]
}

Statement 要素の値はオブジェクト配列です。例の配列は 2 つのオブジェクトで構成され、各オブジェ
クトに Statement 要素の正しい値が指定されています。配列内の各オブジェクトはカンマで区切りま
す。

ポリシードキュメントが最大サイズを超えています
SCP ドキュメントの最大サイズは 5,120 バイトです。この最大サイズには、空白を含むすべての文字が含
まれます。SCP のサイズを減らすには、引用符の外側にあるすべての空白文字 (スペースや改行など) を削
除できます。
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HTTP クエリリクエストを作成して 
API を呼び出す

このセクションは、AWS Organizations に対して Query API を使用する場合についての一般的な情報を提
供します。API オペレーションとエラーの詳細については、「AWS Organizations API リファレンス」を
参照してください。

Note

AWS Organizations Query API を直接呼び出す代わりに、いずれかの AWS SDK を使用するこ
とができます。AWS SDK は、さまざまなプログラム言語およびプラットフォームのライブラ
リやサンプルコード (Java、Ruby、.NET、iOS、Android など) から成ります。SDK は、AWS 
Organizations や AWS へのプログラムによるアクセス許可を作成するのに役立ちます。例え
ば、SDK は要求への暗号を使用した署名、エラーの管理、要求の自動的な再試行などのタスクを
処理します。AWS SDK のダウンロードやインストールなどの詳細については、「Amazon Web 
Services のツール」を参照してください。

AWS Organizations 用 Query API により、サービスアクションを呼び出すことができます。Query API リ
クエストは、HTTPS リクエストであり、実行するべき操作を示す Action パラメータを含める必要があ
ります。AWS Organizations は、すべての操作の GET リクエストおよび POST リクエストをサポート
しています。つまり、この API では、あるアクションに対しては GET を、他のアクションに対しては 
POST をといった使い分けを必要としません。しかしながら、GET リクエストは URL のサイズに制限が
あります。この制限はブラウザによって異なり、通常は 2048 バイトです。したがって、大きなサイズを
必要とする Query API リクエストにおいては、POST リクエストを使用する必要があります。

レスポンスは XML 文書です。レスポンスの詳細については、「AWS Organizations API リファレンス」の
個別のアクションページを参照してください。

トピック
• エンドポイント (p. 371)
• HTTPS の必要性 (p. 371)
• AWS Organizations API リクエストの署名 (p. 372)

エンドポイント
AWS Organizations には、米国東部 (バージニア北部) リージョンでホストされる単一のグローバル API エ
ンドポイントがあります。

すべてのサービスにおける AWS エンドポイントおよびリージョンの詳細については、「AWS 全般のリ
ファレンス」の「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

HTTPS の必要性
Query API は、セキュリティ認証情報などの機密情報を返すため、必ず HTTPS を使用してすべての API 
リクエストを暗号化する必要があります。
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AWS Organizations API リクエストの署名

AWS Organizations API リクエストの署名
リクエストには、アクセスキー ID およびシークレットアクセスキーによる署名が必要です。AWS 
Organizations での日々の作業には、AWS アカウントのルートユーザー 認証情報を使用しないことを強く
お勧めします。ユーザーまたはロールに認証情報を使用できます。

API リクエストに署名するには、AWS 署名バージョン 4 を使用する必要があります。署名バージョン 4 
の使用については、AWS 全般リファレンスの「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださ
い。

AWS Organizations では、署名バージョン 2 などの以前のバージョンをサポートしていません。

詳細については、次を参照してください。

• AWS セキュリティ認証情報 － AWS へのアクセスに使用できる認証情報の種類に関する一般的な情報
を提供します。

• IAM ベストプラクティス － AWS Organizations に含まれるリソースなど、AWS リソースの保護に役立
つ IAM サービスの使用に関するアドバイスを提供します。

• 一時認証情報 － 一時的なセキュリティ認証情報の作成方法と使用方法を説明します。
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AWS Organizations のドキュメント
履歴

次の表は、AWS Organizations のドキュメントの主な更新をまとめたものです。

• API バージョン: 2016-11-28

変更 説明 日付

AWSOrganizationsFullAccess と 
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 
マネージドポリシーを更新しま
した

両方の管理ポリシーが更新され、
アカウントの連絡先への書き込み
または読み取りアクセスが可能に
なりました。

2022 年 10 月 21 日

AWSOrganizationsFullAccess マ
ネージドポリシーを更新しまし
た

マネージドポリシーが更新され
ました。これにより、新しい組織
に必要なサービスにリンクされた
ロールを作成するためのアクセス
許可を追加することで、組織の作
成ができるようになりました。

2022 年 8 月 24 日

組織が AWS Organizations コン
ソールからアカウントを閉鎖す
る機能

管理アカウントのプリンシパル
は、AWS Organizations コンソー
ルからメンバーアカウントを閉鎖
することができ、IAM ポリシー
を使用して、メンバーアカウント
が誤って閉鎖されないように保護
できます。

2022 年 3 月 29 日

AWS Organizations コンソール
で別の連絡先を更新するための
お知らせを更新しました

Organizations では、AWS 
Organizations コンソールを使用
して、組織内のアカウントの代
替連絡先を更新できるようにな
りました。新しい機能と手順の
「Account Management リファレ
ンス」を追記しました。

2022 年 2 月 8 日

Organizations 管理ポリシーの更
新 – 既存のポリシーへの更新

AWSOrganizationsFullAccess 
および 
AWSOrganizationsReadOnlyAccess 
の管理ポリシーが更新さ
れ、AWS Organizations コンソー
ルを介したアカウント代替連絡先
の更新や表示に必要な API アク
セス許可をアカウントに付与でき
るようになりました。

2022 年 2 月 7 日

Amazon DevOps Guru との組織
の統合

Amazon DevOps Guru を AWS 
Organizations と統合して、すべ
ての組織アカウントでアプリケー
ションの状態を総合的にモニタリ
ングし、インサイトを得ることが
できます。

2022 年 1 月 3 日
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Amazon Detective との組織の統
合

Amazon Detective を AWS 
Organizations と統合して、すべ
ての組織アカウントのアクティビ
ティを Detective の動作グラフで
可視化できるようにします。

2021 年 12 月 16 日

Organizations の AWS Config と
の統合で、マルチアカウントマ
ルチリージョンのデータ集約が
サポートされるようになりまし
た。

代理管理者アカウントを使用し、
組織のすべてのメンバーアカウン
トを対象に、リソース構成とコン
プライアンスデータを集約できま
す。詳しくは、AWS Config デベ
ロッパーガイドの Multi-account 
multi-region data aggregation を
参照してください。

2021年6月16日

組織の AWS Firewall Manager と
の統合に、代理管理者のサポー
トが含まれるようになりました

組織内のメンバーアカウントを、
組織全体の Firewall Manager 管
理者として指定できるようになり
ました。これにより、組織の管理
アカウントからアクセス許可をよ
り適切に分離できます。

2021 年 4 月 30 日

組織のバックアップ ポリシーで
継続的なバックアップがサポー
トされるようになりました

組織のバックアップポリシー
に、AWS Backup の継続的バッ
クアップ機能を使用できます。

2021 年 3 月 10 日

組織の AWS CloudFormation 
StackSets との統合に、委任管理
者のサポートが含まれるように
なりました

今後は、組織内のメンバーア
カウントに、組織全体の AWS 
CloudFormation StackSets 管理
者を委任できます。これにより、
組織の管理アカウントからアク
セス許可をより適切に分離できま
す。

2021 年 2 月 18 日

すべての機能を有効にしつつア
カウントの招待を継続する

AWS は、組織内のすべての機能
を有効にするプロセスを更新しま
した。既存のアカウントが招待に
応答するのを待っている間も、引
き続き新しいアカウントを組織に
参加するよう招待できるようにな
りました。

2021 年 2 月 3 日

AWS Organizations コン
ソールのバージョン 2.0 の導
入 (p. 373)

AWS は、新しいバージョンの 
AWS コンソールを導入しまし
た。すべてのドキュメントが更新
され、タスクの実行に新しい方法
が適用されます。

2021 年 1 月 21 日

Organizations が AWS 
Marketplace との統合のサポート
を開始

AWS Marketplace を有効にでき
るようになり、組織内のすべての
アカウント間で、ソフトウェアラ
イセンスの共有がより簡単になり
ました。

2020年12月3日
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Organizations が Amazon S3 
Lens との統合のサポートを開始

Amazon S3 Lens 
は、Organizations の信頼さ
れたアクセスと代理管理者の
両方をサポートしています。
詳しくは、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガ
イドの「Amazon S3 Storage 
Lens」を参照してください。

2020 年 11 月 18 日

クロスアカウントバックアップ
コピー

バックアップポリシーを使用し
て組織内のリソースをバックアッ
プする場合に、バックアップのコ
ピーを同じ組織内の他の AWS ア
カウント に保存できるようにな
りました。

2020 年 11 月 18 日

中国の AWS リージョン は、組
織の信頼できるサービスとして 
AWS Resource Access Manager 
をサポートするようになりまし
た (p. 373)

今後、Organizations と中国
の AWS RAM を使用する際に
は、信頼されたサービスとして 
Organizations と統合された AWS 
RAM の機能が使用できるように
なります。

2020 年 11 月 18 日

Organizations が AWS Security 
Hub との統合のサポートを開始

組織内のすべてのアカウントで 
Security Hub を有効にし、組織
のメンバーアカウント 1 つを 
Security Hub の代理管理者アカウ
ントとして指定できます。

2020 年 11 月 12 日

マスターアカウントの名称の変
更 (p. 373)

AWS Organizations は、「マス
ターアカウント」の名称を「管理
アカウント」に変更しました。変
更されたのは名称だけです。機能
に変更はありません。

2020 年 10 月 20 日

ベストプラクティスに関する新
しいセクションとトピック

AWS Organizations に関するベス
トプラクティスの新しいセクショ
ンを追加しました。この新しいセ
クションには、管理アカウント、
メンバーアカウントのルートユー
ザー、パスワード管理のベスト
プラクティスについて説明するト
ピックが含まれています。

2020 年 10 月 6 日

ベストプラクティスのセクショ
ンを新設し、最初の 2 ページを
追加

AWS Organizations に関するベス
トプラクティスを説明するトピッ
クの新しいセクションができまし
た。今回の追加には、組織の管理
アカウントのベストプラクティス
のトピックと、メンバーアカウン
トのベストプラクティスのトピッ
クが含まれています。

2020 年 10 月 2 日
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組織のバックアップポリシー
は、VSS (ボリュームシャド
ウコピーサービス) を使用し
て、Windows EC2 インスタンス
でのアプリケーションコンシス
テントバックアップをサポート
するようになりました

バックアップポリ
シーのサポートに、
「advanced_backup_settings」
セクションが新たに追加されま
す。この新しいセクションに最初
に追加されるのは、ユーザーによ
る有効と無効の切り替えが可能な
WindowsVSS と呼ばれる ec2 設
定です。詳しくは、AWS Backup 
デベロッパーガイドの Creating 
a VSS-Enabled Windows Backup
を参照してください。

2020 年 9 月 24 日

Organizations が作成時のタグ付
けとタグベースのアクセスコン
トロールをサポート

Organizations リソースを作成す
るときにリソースにタグを追加
できます。タグポリシーを使用
して、Organizations リソース
でのタグの使用を標準化できま
す。特定のタグのキーと値があ
るリソースだけにアクセスを制限
する IAM ポリシーを使用できま
す。

2020 年 9 月 15 日

信頼できるサービスとして AWS 
Health を追加

組織内の複数のアカウントを対象
に、AWS Health イベントを集計
できます。

2020 年 8 月 4 日

人工知能 (AI) サービスのオプト
アウトポリシー

AI サービスのオプトアウトポ
リシーを使用して、AWS の AI 
サービスが処理したお客様のコン
テンツ (AI コンテンツ) を、AWS 
の AI サービスおよびテクノロ
ジーの開発と継続的改善のため
に保存、使用するかを制御できま
す。

2020年7月8日

追加されたバックアップ ポリ
シーと AWS Backup との統合

バックアップポリシーを使用し
て、バックアップポリシーを作成
し、組織内のすべてのアカウント
に適用できます。

2020 年 6 月 24 日

IAM Access Analyzer の委任管理
をサポート

組織内のアクセスアナライザー
の管理アクセスを、指定したメン
バーアカウントに委任できます。

2020 年 3 月 30 日

AWS CloudFormation StackSets 
との統合

サービス管理スタックセットを
作成して、AWS Organizations に
よって管理されるアカウントにス
タックインスタンスをデプロイで
きます。

2020 年 2 月 11 日

Compute Optimizer との統合 組織のアカウントで操作でき
るサービスとして Compute 
Optimizer が追加されました。

2020 年 2 月 4 日

タグポリシー タグポリシーを使用すると、組織
のアカウント内のリソース間でタ
グを標準化できます。

2019 年 11 月 26 日
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Systems Manager との統合 Systems Manager Explorer で
は、組織内のすべての AWS アカ
ウント 間でオペレーションデー
タを同期できます。

2019 年 11 月 26 日

aws:PrincipalOrgPaths 新しいグローバル条件キーは、
リクエストを行う IAM ユー
ザー、IAM ロール、または AWS 
アカウント ルートユーザーの 
AWS Organizations パスをチェッ
クします。

2019 年 11 月 20 日

AWS Config ルールとの統合 AWS Config API オペレーショ
ンを使用して、組織のすべての 
AWS アカウント 全体で AWS 
Config ルールを管理できます。

2019 年 7 月 8 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして Service Quotas 
を追加しました。

2019 年 6 月 24 日

AWS Control Tower との統合 組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS Control 
Tower を追加しました。

2019 年 6 月 24 日

AWS Identity and Access 
Management との統合

IAM は、組織のエンティティ (組
織のルート、OU、アカウント) 
に対してサービスの最終アクセ
スデータを提供します。このデー
タを使用すると、必要な AWS の
サービスのみにアクセスを制限で
きます。

2019 年 6 月 20 日

アカウントへのタグ付け 組織内のアカウントへのタグ付け
とタグ解除を行い、組織内のアカ
ウントのタグを表示できます。

2019 年 6 月 6 日

リソース、条件、サービスコン
トロールポリシー (SCP) 内の
NotAction 要素

リソース、条件および SPC 内の
NotAction 要素を指定して、組
織や組織単位 (OU) 内のアカウン
ト間のアクセスを拒否できるよう
になりました。

2019 年 3 月 25 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS License 
Manager と Service Catalog を追
加しました。

2018 年 12 月 21 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS CloudTrail 
と AWS RAM を追加しました。

2018 年 12 月 4 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS Directory 
Service を追加しました。

2018 年 9 月 25 日
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E メールアドレスの検証 組織に既存のアカウントを招待す
る前に、管理アカウントに関連付
けられた E メールアカウントを
所有していることを確認する必要
があります。

2018 年 9 月 20 日

CreateAccount 通知 CreateAccount 通知は、管理
アカウントの CloudTrail ログに
発行されます。

2018 年 6 月 28 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS Artifact を
追加しました。

2018 年 6 月 20 日

信頼されたアクセスに対応した
新しいサービス

組織のアカウントで操作できる
サービスとして AWS Config と 
AWS Firewall Manager を追加し
ました。

2018 年 4 月 18 日

信頼されたサービスへのアクセ
ス

特定の AWS サービスへのアクセ
スを有効または無効にして、組織
のアカウントで操作できるように
なりました。IAM Identity Center 
は、最初にサポートされている信
頼されたサービスです。

2018 年 3 月 29 日

アカウントの削除がセルフサー
ビスになりました

AWS Support までお問い合
わせいただくことなく、AWS 
Organizations 内から作成された
アカウントを削除できるようにな
りました。

2017 年 12 月 19 日

新サービス AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single 
Sign-On) のサポートを追加

AWS Organizations が AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) との統
合をサポート開始 (IAM Identity 
Center)。

2017 年 12 月 7 日

AWS がサービスにリンクされた
ロールをすべての組織アカウン
トに追加

AWSServiceRoleForOrganizations
という名前のサービスにリンク
されたロールが組織内のすべて
のアカウントに追加され、AWS 
Organizations と他の AWS の
サービスを統合できるようになり
ました。

2017 年 10 月 11 日

作成したアカウントを削除でき
るようになりました (p. 373)

作成したアカウントを組織から削
除するには、AWS Support まで
お問い合わせください。

2017 年 6 月 15 日

サービスの起動 新しいサービスの開始に伴う 
AWS Organizations ドキュメント
の初期バージョン。

2017 年 2 月 17 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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