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私のニーズに最適な証明書サービスはどれですか?

AWS Private CA の概要
AWS Private CA では、オンプレミス CA の運用にかかる投資コストや保守コストなしに、ルート CA や下
位 CA を含むプライベート認証機関 (CA) 階層を作成できます。プライベート CA は、次のようなシナリオ
でエンドエンティティ X.509 証明書を発行できます。

• 暗号化された TLS 通信チャネルの作成
• ユーザー、コンピュータ、API エンドポイント、および IoT デバイスの認証
• 暗号署名コード
• 証明書失効ステータスを取得するためのオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) の実装

AWS Private CA オペレーションには、AWS Private CA API、または AWS CLI を使用して AWS 
Management Console からアクセスできます。

私のニーズに最適な証明書サービスはどれですか?
X.509 証明書を発行およびデプロイする AWS サービスは 2 つあります。ニーズに最適なものを選択して
ください。考慮事項には、パブリック証明書とプライベート証明書、カスタマイズされた証明書、他の 
AWS サービスにデプロイする証明書、自動化された証明書管理と更新のどれが必要か、が含まれます。

1. AWS Private CA—このサービスは、AWSクラウド内にパブリックキーインフラストラクチャ (PKI) 
を構築するエンタープライズのお客様を対象とし、組織内でのプライベートな使用を目的としていま
す。AWS Private CA を使用すると、独自の証明機関 (CA) 階層を作成し、これによって内部ユーザー、
コンピュータ、アプリケーション、サービス、サーバー、その他のデバイスを認証し、コンピュータ
コードを署名するための証明書を発行できます。プライベート CA によって発行された証明書は、イン
ターネット上ではなく、 の組織内でのみ信頼されます。

プライベート CA を作成したら、証明書を直接発行して (つまり、サードパーティー CA から検証を取
得せずに)、組織の内部ニーズに合わせて証明書をカスタマイズできます。たとえば、次のような操作を
実行できます。
• 任意のサブジェクト名で証明書を作成します。
• 任意の有効期限で証明書を作成します。
• サポートされている任意のプライベートキーアルゴリズムとキー長を使用できます。
• サポートされている任意の署名アルゴリズムを使用できます。
• テンプレートを使用して証明書の発行を制御します。

お客様は、このサービスの対象となります。開始するには、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/
コンソールにサインインします。

2. AWS Certificate Manager(ACM) — このサービスは、TLS を使用して公的に信頼できるセキュアなウェ
ブプレゼンスを必要とするエンタープライズカスタマーの証明書を管理します。ACM 証明書は、AWS 
Elastic Load Balancing、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、およびその他の統合サービスに
デプロイできます。この種の代表的なアプリケーションは、重要なトラフィック要件を持つセキュアな
パブリックウェブサイトです。

このサービスでは、ACM が提供するパブリック証明書 (ACM 証明書) または ACM にインポートする証
明書を使用できます。AWS Private CAを使用して CA を作成すると、ACM はそのプライベート CA か
らの証明書発行を管理し、証明書の更新を自動化できます。

Version latest
1

https://console.aws.amazon.com/acm-pca/
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-services.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request-public.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html


AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
リージョン

詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドを参照してください。

リージョン (p. 2)

統合サービス (p. 2)

クォータ (p. 3)

RFC コンプライアンス (p. 4)

料金 (p. 4)

リージョン

ほとんどの AWS リソースと同様に、プライベート認証機関 (CA) はリージョナルリソースです。複数の
リージョンでプライベート CA を使用するには、それらのリージョンで CA を作成する必要があります。
リージョン間でプライベート CA をコピーすることはできません。AWSAWS 全般のリファレンスのリー
ジョンとエンドポイントにアクセスするか、AWSリージョンテーブルにアクセスして、のリージョンの空
き状況を確認してくださいAWS Private CA。

Note

ACM は現在、ご利用いただけない一部の地域でご利用いただけます。AWS Private CA

と統合されたサービスAWS Private Certificate 
Authority

AWS Certificate Managerを使用してプライベート証明書をリクエストする場合、その証明書を ACM と
統合されている任意のサービスと関連付けることができます。これは、AWS Private CA ルートにチェー
ンされた証明書と外部 ルートにチェーンされた証明書の両方に適用されます。詳細については、AWS 
Certificate Managerユーザーガイドの統合サービスを参照してください。

プライベート CA を Amazon Elastic Kubernetes Service に統合して、Kubernetes クラスター内で証明書
を発行することもできます。詳細については、「での Kubernetes の保護AWS Private CA (p. 275)」を参
照してください。

Note

Amazon Elastic Kubernetes Service ACM 統合サービスではありません。

AWS Private CAAPI を使用したり、AWS CLI証明書を発行したり、ACM からプライベート証明書をエク
スポートしたりする場合は、証明書を好きな場所にインストールできます。

サポートされている暗号化アルゴリズム
AWS Private CAは、秘密鍵の生成と証明書署名のための次の暗号化アルゴリズムをサポートしています。
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クォータ

サポートされているアルゴリズム

プライベートキーアルゴリズム 署名アルゴリズム

RSA_2048

RSA_4096

EC_prime256v1

secp384r1

SHA 256 エッドサ付き

SHA 384 エッドサ付き

SHA 512 エードサ付き

SHA256WITHRSA
SHA384WITHRSA

SHA512WITHRSA

このリストは、コンソール、API、AWS Private CAまたはコマンドラインから直接発行された証明書にの
み適用されます。CAAWS Certificate Manager から証明書を発行する場合AWS Private CA、これらのアル
ゴリズムの一部はサポートされますが、すべてはサポートされません。詳細については、AWS Certificate 
Managerユーザーガイドのプライベート証明書のリクエストを参照してください。

Note

いずれの場合も、指定された署名アルゴリズムファミリー (RSA または ECDSA) は、CA のプラ
イベートキーのアルゴリズムファミリーと一致する必要があります。

クォータ
AWS Private CA許可された数の証明書と認証局にクォータを割り当てます。API アクションのリクエスト
レートにもクォータが適用されます。 AWS Private CAクォータは、AWSアカウントとリージョンに固有
です。

AWS Private CAは、API オペレーションに合わせて、さまざまなレートで API リクエストをスロットリン
グします。スロットリングとは、1 秒あたりのリクエスト数に関するオペレーションのクォータを超えた
ことにより、AWS Private CA が有効なリクエストを拒否することを意味します。リクエストがスロットリ
ングされると、AWS Private CAThrottlingExceptionエラーを返します。 AWS Private CAAPI の最低リクエ
ストレートを保証するものではありません。

調整できるクォータを確認するには、AWS 全般的なリファレンスガイドAWS Private CAのクォータテー
ブルを参照してください。

AWSサービスクォータを使用して、現在のクォータを確認したり、クォータの増額をリクエストしたりで
きます。

up-to-date AWS Private CAクォータのリストを表示するには

1. AWSアカウントにログインします。
2. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotas コンソールを開きます。
3. サービスリストで、AWS Certificate Manager Private Certificate Authority (ACM PCA) を選択しま

す。サービスクォータリストの各クォータには、現在適用されているクォータ値、デフォルトの
クォータ値、およびクォータが調整可能かどうかが表示されます。クォータの詳細については、
クォータの名前を選択してください。

クォータの増加をリクエストするには

1. サービスクォータリストで、ラジオボタンを選択してクォータを調整します。
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RFC コンプライアンス

2. 「クォータの増額をリクエスト」ボタンを選択します。
3. クォータ増加リクエストフォームに記入して送信してください。

AWS Private CA は AWS Certificate Manager と統合されています。ACM コンソール、、、AWS CLI、ま
たは ACM API を使用して、既存のプライベート CA からのプライベート証明書をリクエストできます。
これらのプライベート PKI 証明書は ACM によって管理され、PCA クォータと ACM がパブリック証明
書とインポート証明書に設定するクォータの両方の対象となります。ACM 要件の詳細については、AWS 
Certificate Managerユーザーガイドの「プライベート証明書とクォータのリクエスト」を参照してくださ
い。

RFC コンプライアンス
AWS Private CA は、RFC 5280 で定義された特定の制約を強制しません。逆も同様で、プライベート CA 
に適切な追加の制約が強制されます。

強制

• 日付を過ぎると強制されません。RFC 5280 に準拠して、AWS Private CA は、交付元 CA 認定の交付日
よりも後の Not After Not After 日付を持つ証明書は発行しません。

• 基本的制約。AWS Private CA は、インポートされた CA 認定に基本的な制約とパスの長さを適用しま
す。

基本的な制約は、証明書によって識別されるリソースが CA であり、証明書を発行できるかどうかを示
します。AWS Private CA にインポートされる CA 認定には、基本的制約の拡張を含める必要があり、拡
張に critical とマークする必要があります。critical フラグに加えて、 CA=true を設定する必要
があります。AWS Private CA は、以下の理由により検証例外に失敗することで、基本的制約を強制しま
す。
• 拡張が CA 認定に含まれていない。
• 拡張が critical とマークされていない。

Path length (pathLenConstraint (p. 288)) は、インポートされた CA 証明書の下流に存在する下位 CA 
の数を決定します。 AWS Private CA次の理由により、検証例外が発生して失敗することでパスの長さを
強制します。
• CA 認定をインポートすると、CA 認定またはチェーン内の任意の CA 認定のパスの長さ制約に違反す

る。
• 証明書を発行すると、パスの長さの制約に違反する。

強制されない

• ポリシーび制約。これらの制約により、CA の下位 CA 認定を交付する機能が制限されます。
• サブジェクトキー識別子 (SKI) と 権限キー識別子 (AKI)。RFC では、SKI 拡張を含む CA 認定が必要で

す。CA によって発行された証明書には、CA 認定の SKI に一致する AKI 拡張が含まれている必要があ
ります。AWS はこれらの要件を強制しません。CA 認定に SKI が含まれていない場合、発行されたエン
ドエンティティまたは下位 CA 認定 AKI は、発行者パブリックキーの SHA-1 ハッシュになります。

• SubjectPublicKeyInfoおよびサブジェクト代替名 (SAN)。証明書を発行するときは、検証を行わずに、提
供された CSR SubjectPublicKeyInfo からおよび SANAWS Private CA 拡張をコピーします。

料金
アカウントを作成した時点で、各プライベート CA の月額料金が課金されます。また、発行する証明書
ごとに課金されます。この料金には、ACM からエクスポートする証明書と、AWS Private CA API また
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はAWS Private CA CLI から作成した証明書が含まれます。プライベート CA が削除された後は、それに
対して課金されません。ただし、プライベート CA を復元すると、削除と復元の間の料金が課金されま
す。プライベートキーにアクセスできないプライベート証明書については、料金は発生しません。これ
らには、Elastic Load Balancing やAPI Gateway などの統合サービスで使用される証明書が含まれます。 
CloudFront

AWS Private CA最新の価格情報については、「AWS Private Certificate Authority価格」を参照してくださ
い。AWS価格計算ツールを使って費用を見積もることもできます。
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データ保護

AWS Private Certificate Authority で
のセキュリティ

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

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

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

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Private CA 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。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS 
Private CA を設定する方法を示します。また、AWS Private CA リソースのモニタリングや保護に役立つ
他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Private Certificate Authority でのデータ保護 (p. 6)
• の Identity and Access Management (IAM)AWS Private Certificate Authority (p. 8)
• プライベート CA へのクロスアカウントアクセス (p. 18)
• AWS Private Certificate Authority でのログ記録とモニタリング (p. 21)
• AWS Private Certificate Authority のコンプライアンス検証 (p. 40)
• AWS Private Certificate Authority でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 45)

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

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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セキュリティコンプライアンス

セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

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

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

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

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

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキストフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、また
は AWS SDK で AWS Private CA または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、または
名前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用され
る場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するため
に、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

AWS Private CA秘密鍵の保管とセキュリティコンプラ
イアンス
プライベート CA の秘密キーは、AWS管理されたハードウェアセキュリティモジュール (HSM) に保存さ
れます。HSM は、暗号化モジュールの FIPS PUB 140-2 セキュリティ要件に準拠しています。FIPS セ
キュリティコンプライアンスレベルのレベルは、地域によって次のように異なります。

リージョン名 リージョン FIPS PUB 140-2 レベル 
2 (またはそれ以上)

FIPS PUB 140-2 レベル 
3 (またはそれ以上)

米国東部 (バージニア北
部)

us-east-1 ✓

米国東部 (オハイオ) us-east-2 ✓

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1 ✓

米国西部 (オレゴン) us-west-2 ✓

アフリカ (ケープタウン) af-south-1 ✓

アジアパシフィック (香
港)

ap-east-1 ✓

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1 ✓

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2 ✓

アジアパシフィック (大
阪)

ap-northeast-3 ✓
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リージョン名 リージョン FIPS PUB 140-2 レベル 
2 (またはそれ以上)

FIPS PUB 140-2 レベル 
3 (またはそれ以上)

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1 ✓

アジアパシフィック (ハ
イデラバード)

ap-south-2 ✓

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1 ✓

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2 ✓

アジアパシフィック 
(ジャカルタ)

ap-southeast-3 ✓

アジアパシフィック (メ
ルボルン)

ap-southeast-4 ✓

カナダ (中部) ca-central-1 ✓

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 ✓

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2 ✓

欧州 (アイルランド) eu-west-1 ✓

欧州 (ロンドン) eu-west-2 ✓

欧州 (パリ) eu-west-3 ✓

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 ✓

欧州 (ミラノ) eu-south-1 ✓

欧州 (スペイン) eu-south-2 ✓

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1 ✓

中東 (バーレーン) me-south-1 ✓

南米 (サンパウロ) sa-east-1 ✓

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1 ✓

AWS GovCloud (米国東
部)

us-gov-east-1 ✓

AWS GovCloud (米国西
部)

us-gov-west-1 ✓

の Identity and Access Management (IAM)AWS 
Private Certificate Authority

AWS Private CA へのアクセスには、AWS によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要で
す。以下のトピックでは、プライベート CA をセキュリティで保護するために AWS Identity and Access 
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Management (IAM) を使用してプライベート認証機関 (CA) にアクセスできるユーザーを管理する方法につ
いて詳しく説明します。

ではAWS Private CA、使用する主なリソースは認証局 (CA) です。所有または管理する各プライベート CA 
は、Amazon リソースネーム (ARN) によって識別され、その形式は次のとおりです。

arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID

リソース所有者は、 リソースが作成される  アカウントのAWSプリンシパルエンティティAWSです。以下
は、この仕組みを説明する例です。

• AWS アカウントのルートユーザー の認証情報を使用してプライベート CA を作成する場合、AWS アカ
ウントは CA を所有します。

Important

• CAAWS アカウントのルートユーザー の作成にを使用することはお勧めしません。
• アクセスする際、Multi-Factor Authentication (MFA) を使用することを強くお勧めしますAWS 

Private CA。
• AWSアカウントで IAM ユーザーを作成する場合は、そのユーザーにプライベート CA を作成するための

アクセス許可を与えることができます。ただし、そのユーザーが所属するアカウントが CA を所有して
います。

• AWSアカウントで IAM ロールを作成して、プライベート CA を作成するためのアクセス許可を与える
と、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーもその CA を作成できます。ただし、そのロー
ルが所属するアカウントがプライベート CA を所有します。

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。以下のディスカッションで、アク
セス許可の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

このドキュメントでは、のコンテキストでの IAM の使用について説明しますAWS Private CA。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および説明については、
「AWS IAM ポリシーの参照」を参照してください。

AWS Private CA API オペレーションとアクセス許可
をセットアップし、IAM アイデンティティ (アイデンティティベースのポリシー) にアタッチする予定のア
クセス制御および許可ポリシーを設定するときは、以下の表をリファレンスとして使用してください。表
の最初の列には、各 AWS Private CA API オペレーションが一覧表示されます。ポリシーの Action 要素
でアクションを指定します。残りの列では、追加情報を指定します。

AWS Private CA API オペレー
ション

必要なアクセス許可 リソース

CreateCertificateAuthority acm-
pca:CreateCertificateAuthority

acm-
pca:TagCertificateAuthority(タ
グ付き CA を作成する場合にのみ
必要です)。

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

CreateCertificateAuthorityAuditReportacm-
pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID
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AWS Private CA API オペレー
ション

必要なアクセス許可 リソース

CreatePermission acm-pca:CreatePermission arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

DeleteCertificateAuthority acm-
pca:DeleteCertificateAuthority

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

DeletePermission acm-pca:DeletePermission arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

DeletePolicy acm-pca:DeletePolicy arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

DescribeCertificateAuthority acm-
pca:DescribeCertificateAuthority

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

DescribeCertificateAuthorityAuditReportacm-
pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

GetCertificate acm-pca:GetCertificate arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

GetCertificateAuthorityCertificate acm-
pca:GetCertificateAuthorityCertificate

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

GetCertificateAuthorityCsr acm-
pca:GetCertificateAuthorityCsr

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

GetPolicy acm-pca:GetPolicy arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

ImportCertificateAuthorityCertificateacm-
pca:ImportCertificateAuthorityCertificate

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

IssueCertificate acm-pca:IssueCertificate arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

ListCertificateAuthorities acm-
pca:ListCertificateAuthorities

該当なし

ListPermissions acm-pca:ListPermissions arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

ListTags acm-pca:ListTags 該当なし
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AWS Private CA API オペレー
ション

必要なアクセス許可 リソース

PutPolicy acm-pca:PutPolicy arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

RevokeCertificate acm-
pca:RevokeCertificate

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

TagCertificateAuthority acm-
pca:TagCertificateAuthority

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

UntagCertificateAuthority acm-
pca:UntagCertificateAuthority

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

UpdateCertificateAuthority acm-
pca:UpdateCertificateAuthority

arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

AWS マネージドポリシー
AWS Private CAには、AWS管理者、ユーザー、AWS Private CA監査者向けの定義済みの管理ポリシーの
セットが含まれています。これらのポリシーを理解すると、カスタマー管理ポリシー (p. 15) を実装す
るのに役立ちます。

以下のポリシーのいずれかを選択すると、詳細とサンプルポリシーコードが表示されます。

AWSPrivateCAFullAccess

無制限の管理制御を付与します。

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

AWSPrivateCAReadOnly

読み取り専用の API 操作に制限されたアクセスを許可します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":{ 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
         "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
         "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport", 
         "acm-pca:ListCertificateAuthorities", 
         "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr", 
         "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
         "acm-pca:GetCertificate", 
         "acm-pca:ListPermissions", 
         "acm-pca:ListTags" 
      ], 
      "Resource":"*" 
   }
}

AWSPrivateCAPrivilegedUser

CA 証明書を発行および取り消す機能を付与します。このポリシーに他の管理機能はなく、エンドエン
ティティ証明書を発行する機能もありません。アクセス許可は、User ポリシーと相互に排他的です。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*", 
         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":[ 
                  "arn:aws:acm-pca:::template/*CACertificate*/V*" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*", 
         "Condition":{ 
            "StringNotLike":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":[ 
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                  "arn:aws:acm-pca:::template/*CACertificate*/V*" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:RevokeCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:ListPermissions" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:ListCertificateAuthorities" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWSPrivateCAUser

エンドエンティティ証明書の発行と取り消しの権限を付与します。このポリシーに他の管理機能はな
く、CA 認定を交付する機能もありません。PrivilegedUser権限はポリシーと相互に排他的です。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*", 
         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":[ 
                  "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V*" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*", 
         "Condition":{ 
            "StringNotLike":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":[ 
                  "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V*" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:RevokeCertificate", 
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            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:ListPermissions" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:ListCertificateAuthorities" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWSPrivateCAAuditor
読み取り専用の API 操作へのアクセス権と CA 監査レポートを生成する権限を付与します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport", 
            "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
            "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport", 
            "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr", 
            "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:ListPermissions", 
            "acm-pca:ListTags" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:*:*:certificate-authority/*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:ListCertificateAuthorities" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWSの管理ポリシーの更新AWS Private CA
次の表には、AWSAWS Private CAサービスがこれらの変更の追跡を開始した以降に行われた向けのマネー
ジドポリシーに対する更新に関する詳細を示します。へのすべての変更に関する自動アラートについては
AWS Private CA、ドキュメント履歴 (p. 290)ページの RSS フィードを購読してください。

マネージドポリシーの変更

変更 説明 日付

新しいポリシー名:

• AWSPrivateCAFullAccess
• AWSPrivateCAReadOnly
• AWSPrivateCAPrivilegedUser

AWSCertificateManagerPrivateCAポ
リシー名のプレフィック
スがからに変更されまし
たAWSPrivateCA。

2023 年 2 月 13 日
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変更 説明 日付
• AWSPrivateCAAuditor
• AWSPrivateCAUser

機能は変わりません。

カスタマー管理ポリシー
ベストプラクティスとして、AWS アカウントのルートユーザー などの AWS Private CA の操作に AWS を
使用しないでください。代わりに、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、IAM ユー
ザー、IAM ロール、またはフェデレーティッドユーザーを作成します。管理者グループを作成し、このグ
ループに自分自身を追加します。次に、管理者としてログインします。必要に応じて、追加のユーザーを
グループに追加します。

もう 1 つのベストプラクティスは、ユーザーに割り当てることができる顧客管理の IAM ポリシーを作成す
ることです。カスタマー管理ポリシーは、作成したスタンドアロンの ID ベースのポリシーで、AWS アカ
ウントの複数のユーザー、グループ、またはロールにアタッチすることができます。このようなポリシー
は、指定した AWS Private CA アクションのみを実行するようにユーザーを制限します。

次の例のカスタマー管理ポリシーでは、CA 監査報告書を作成することをユーザーに許可します。これは
あくまで例に過ぎません。必要な AWS Private CA オペレーションを選択できます。その他の例について
は、「インラインポリシー (p. 15)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシーを作成するには

1. AWS管理者の認証情報を使用して、IAM コンソールにサインインします。
2. コンソールのナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 以下のポリシーをコピーして、エディタに貼り付けます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"acm-pca:CreateCertificateAuthorityAuditReport", 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

6. [ポリシーの確認] を選択します。
7. [Name] (名前) に、「PcaListPolicy」と入力します。
8. (オプション) 説明を入力します。
9. [ポリシーの作成] を選択します。

管理者はポリシーを任意の IAM ユーザーにアタッチして、AWS Private CAユーザーが実行できるアク
ションを制限できます。アクセス権限ポリシーを適用する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザーの権限の変更」を参照してください。

インラインポリシー
インラインポリシーとは、ユーザー、グループ、または役割りを作成、管理、または直接組み込むポリ
シーです。以下のポリシーの例は、AWS Private CA アクションを実行するための権限を割り当てる方法を
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説明します。インラインポリシーに関する一般的な情報については、IAM ユーザーガイドの「インライン
ポリシーを使用する」を参照してください。AWS Management Console、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、あるいは IAM API を使用して、インラインポリシーを作成して埋め込むことができます。

Important

アクセスする際、Multi-Factor Authentication (MFA) を使用することを強くお勧めしますAWS 
Private CA。

トピック
• プライベート CA の一覧表示 (p. 16)
• プライベート CA 証明書の取得 (p. 16)
• プライベート CA 証明書をインポートする (p. 16)
• プライベート CA の削除 (p. 17)
• 作成時に CA にタグをアタッチする (p. 17)
• AWS Private CA への読み取り専用アクセス (p. 17)
• AWS Private CA へのフルアクセス (p. 18)
• すべての AWS リソースへの管理者アクセス (p. 18)

プライベート CA の一覧表示
次のポリシーを使用すると、ユーザーはアカウントのすべてのプライベート CA を一覧表示できます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"acm-pca:ListCertificateAuthorities", 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

プライベート CA 証明書の取得
次のポリシーを使用すると、ユーザーは特定のプライベート CA 証明書を取得できます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":{ 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":"acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
      "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   }
}

プライベート CA 証明書をインポートする
次のポリシーを使用すると、ユーザーはプライベート CA 証明書をインポートできます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":{ 
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      "Effect":"Allow", 
      "Action":"acm-pca:ImportCertificateAuthorityCertificate", 
      "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   }
}

プライベート CA の削除
次のポリシーを使用すると、ユーザーは特定のプライベート CA 証明書を削除できます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":{ 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":"acm-pca:DeleteCertificateAuthority", 
      "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   }
}

作成時に CA にタグをアタッチする
次のポリシーでは、ユーザーが CA にタグを追加することができます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "acm-pca:CreateCertificateAuthority", 
            "acm-pca:TagCertificateAuthority" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]   
}             

AWS Private CA への読み取り専用アクセス
次のポリシーを使用すると、ユーザーはプライベート証明書認証機関を説明、一覧表示し、また、プライ
ベート CA 認定と証明書チェーンを取得できます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":{ 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
         "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
         "acm-pca:DescribeCertificateAuthorityAuditReport", 
         "acm-pca:ListCertificateAuthorities", 
         "acm-pca:ListTags", 
         "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
         "acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr", 
         "acm-pca:GetCertificate" 
      ], 
      "Resource":"*" 
   }
}
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AWS Private CA へのフルアクセス
次のポリシーを使用すると、ユーザーは任意の AWS Private CA アクションを実行できます。

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

すべての AWS リソースへの管理者アクセス
次のポリシーを使用すると、ユーザーは任意の AWS リソースで任意のアクションを実行できます。

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

プライベート CA へのクロスアカウントアクセス
AWS Private CA管理者は CAAWS を別のアカウントのプリンシパル (ユーザー、ロールなど) と共有でき
ます。株式が受領され承認されると、プリンシパルは CA を使用して、AWS Private CAAWS Certificate 
Managerまたはリソースを使用してエンドエンティティ証明書を発行できます。

Important

クロスアカウントシナリオで発行された証明書に関連する料金は、AWS証明書を発行したアカウ
ントに請求されます。

CA へのアクセスを共有するには、AWS Private CA管理者は次のいずれかの方法でアクセスできます。

• AWS Resource Access Manager(RAM) を使用して CAAWS Organizations をリソースとして別のア
カウントのプリンシパルやと共有します。RAM は、AWSアカウント間でリソースを共有するための
標準的な方法です。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 
Organizations の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS Private CAAPI または CLI を使用してリソースベースのポリシーを CA にアタッチし、別の
アカウントのプリンシパルにアクセス権を付与します。詳細については、「リソースベースのポリ
シー (p. 19)」を参照してください。

プライベート CA へのアクセスの制御 (p. 95)このガイドのセクションでは、単一アカウントとクロスア
カウントの両方のシナリオで CA へのアクセスを許可するためのワークフローについて説明します。
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リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、作成して、ユーザーアイデンティティ (この場合はプライベート CA) に
手動でアタッチする許可ポリシーです。RAM を使用してリソースベースのポリシーを適用すると、AWS 
Private CA管理者は CAAWS へのアクセスを別のアカウントのユーザーと直接または共有できますAWS 
Organizations。または、AWS Private CA管理者は PCA API PutPolicy、、、GetPolicyDeletePolicy、AWS 
CLIまたは対応するコマンド put-policy、get-policy、delete-policy を使用して、リソースベースのポリシー
を適用および管理できます。

リソースベースのポリシーに関する一般的な情報については、「アイデンティティベースのポリシーとリ
ソースベースのポリシー」および「ポリシーを使用したアクセス制御」を参照してください。

AWS Certificate Managerプライベート CA へのクロスアカウント共有アクセス権を持つ (ACM) ユーザー
は、CA によって署名されたマネージド証明書を発行できます。クロスアカウント発行者はリソースベー
スのポリシーによって制約され、以下のエンドエンティティ証明書テンプレートにのみアクセスできま
す。

• EndEntityCertificate/V1 (p. 147)
• EndEntityClientAuthCertificate/V1 (p. 149)
• EndEntityServerAuthCertificate/V1 (p. 151)
• BlankEndEntityCertificate_API パススルー/v1 (p. 138)
• BlankEndEntityCertificate_PICSR パススルー/v1 (p. 138)
• 下位 CA 証明書 _PathLen 0/V1 (p. 156)

ポリシーの例
このセクションでは、さまざまなニーズに対応するクロスアカウントポリシーの例を示します。いずれの
場合も、以下のコマンドパターンを使用してポリシーを適用します。

$ aws acm-pca put-policy \ 
   --region region \ 
   --resource-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID \ 
   --policy file:///[path]/policyN.json

CA の ARN を指定することに加えて、AWS管理者はアカウント ID または CA へのアクセスを許可する
AWS Organizations ID を指定します。以下の各ポリシーの JSON は、読みやすいようにファイルとして
フォーマットされていますが、インライン CLI 引数として指定することもできます。

Note

以下に示す JSON リソースベースのポリシーの構造に正確に従う必要があります。お客様が設定
できるのは、プリンシパル（AWSAWSアカウント番号またはOrganizations ID）の ID フィールド
と CA ARN だけです。

1. ファイル:policy1.json — 別のアカウントのユーザーと CA へのアクセスを共有する

 {                         
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      {     
         "Sid":"1", 
         "Effect":"Allow",          
         "Principal":{                                                                   
                                                                              
            "AWS":"account"                                                              
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         }, 
         "Action":[ 
            "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
            "acm-pca:ListPermissions", 
            "acm-pca:ListTags"                                                           
                          
         ],                                                                              
                  
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
      }, 
      { 
         "Sid":"1",   
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "AWS":"account" 
         }, 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/
V1" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

2. ファイル:policy2.json — 経由で CA へのアクセスを共有するAWS Organizations

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"1", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":"*", 
         "Action":"acm-pca:IssueCertificate", 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/
V1", 
               "aws:PrincipalOrgID":"o-1b2c3d4z5" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Sid":"1", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":"*", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
            "acm-pca:ListPermissions", 
            "acm-pca:ListTags" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
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               "aws:PrincipalOrgID":"o-a1b2c3d4z5" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

AWS Private Certificate Authority でのログ記録とモ
ニタリング

モニタリングは、AWS Private Certificate Authority と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォー
マンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデ
バッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があり
ます。

次のトピックでは、AWS Private CA で使用できる AWS クラウドモニタリングツールについて説明しま
す。

トピック
• CloudWatch サポート対象の指標 (p. 21)
• CloudWatch イベントを使用する (p. 22)
• 使用中 CloudTrail (p. 26)

CloudWatch サポート対象の指標
Amazon CloudWatch AWS はリソースの監視サービスです。 CloudWatch を使用して、メトリクスの収集
と追跡、アラーム設定、AWSリソースの変更に対する自動的な対応ができます。 CloudWatch メトリクス
は少なくとも 1 回発行されます。

AWS Private CA CloudWatch 以下のメトリックをサポートします。

メトリクス 説明

CRLGenerated 証明書失効リスト (CRL) が生成されました。この
メトリクスは、プライベート CA にのみ適用され
ます。

MisconfiguredCRLBucket CRL に指定された S3 バケットが正しく設定され
ていません。バケットポリシーを確認します。こ
のメトリクスは、プライベート CA にのみ適用さ
れます。

Time 発行リクエストから発行の完了 (または失敗) まで
の時間 (ミリ秒単位)。IssueCertificateこのメトリッ
クはオペレーションにのみ適用されます。

Success 証明書が正常に発行されまし
た。IssueCertificateこのメトリックはオペレー
ションにのみ適用されます。

Failure オペレーションに失敗しまし
た。IssueCertificateこのメトリックはオペレー
ションにのみ適用されます。
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CloudWatch メトリクスの詳細については、次のトピックを参照してください。

• Amazon CloudWatch メトリクスの使用
• Amazon CloudWatch アラームの作成

CloudWatch イベントを使用する
Amazon CloudWatch Events を使用すると、AWSのサービスを自動化して、アプリケーションの可用性の
問題やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に応答できます。AWSサービスからのイベント
は、ほぼリアルタイムで CloudWatch Events に配信されます。簡単なルールを記述して、注目するイベン
トと、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。 CloudWatch イ
ベントは少なくとも 1 回発行されます。詳細については、「 CloudWatch イベントでトリガーするイベン
トルールの作成」を参照してください。

CloudWatch EventBridgeイベントはAmazonを使用してアクションに変換されます。では EventBridge、イ
ベントを使用して、AWS Lambda関数、AWS Batchジョブ、Amazon SNS トピックなどのターゲットをト
リガーできます。詳細については、「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

プライベート CA の作成の成功または失敗
CreateCertificateAuthorityこれらのイベントは操作によってトリガーされます。

成功

成功すると、オペレーションは新しい CA の ARN を返します。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Creation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T19:14:56Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"success" 
   }
}

失敗

失敗すると、オペレーションは CA の ARN を返します。ARN を使用する
と、DescribeCertificateAuthorityを呼び出して CA のステータスを確認できます。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Creation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T19:14:56Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
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      "result":"failure" 
   }
}

証明書発行の成功または失敗
IssueCertificateこれらのイベントは操作によってトリガーされます。

成功

成功すると、オペレーションは CA と新しい証明書の ARN を返します。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Certificate Issuance", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T19:57:46Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"success" 
   }
}

失敗

失敗すると、証明書 ARN と CA の ARN が返されます。証明書の ARN があれば、GetCertificate電話をか
けて失敗の原因を確認できます。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Certificate Issuance", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T19:57:46Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"failure" 
   }
}

証明書を失効させると成功
RevokeCertificateこのイベントは操作によってトリガーされます。

取り消しに失敗した場合、または証明書がすでに取り消されている場合、イベントは送信されません。

成功
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成功すると、CA および取り消された証明書 ARN が返されます。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Certificate Revocation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-05T20:25:19Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"success" 
   }
}

CRL 生成の成功または失敗
RevokeCertificateこれらのイベントは操作によってトリガーされ、証明書失効リスト (CRL) が作成されま
す。

成功

成功すると、オペレーションは CRL に関連付けられた CA の ARN を返します。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA CRL Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T21:07:08Z", 
   "region":"region1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"success" 
   }
}

失敗 1 — 権限エラーのため CRL を Amazon S3 に保存できませんでした

このエラーが発生した場合は、Amazon S3 バケットのアクセス許可を確認してください。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA CRL Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-07T23:01:25Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
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      "result":"failure", 
      "reason":"Failed to write CRL to S3. Check your S3 bucket permissions." 
   }
}

失敗 2 — 内部エラーのため CRL を Amazon S3 に保存できませんでした

このエラーが発生した場合は、オペレーションを再試行してください。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA CRL Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-07T23:01:25Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"failure", 
      "reason":"Failed to write CRL to S3. Internal failure." 
   }
}

失敗 3: AWS Private CA が CRLの作成に失敗しました

このエラーをトラブルシューティングするには、 CloudWatch メトリクスを確認してください。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA CRL Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"1account", 
   "time":"2019-11-07T23:01:25Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"failure", 
      "reason":"Failed to generate CRL. Internal failure." 
   }
}

CA 監査レポート作成の成功または失敗
CreateCertificateAuthorityAuditReportこれらのイベントは操作によってトリガーされます。

成功

成功すると、オペレーションは CA の ARN と監査報告書の ID を返します。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Audit Report Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
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   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T21:54:20Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "audit_report_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"success" 
   }
}

失敗

Amazon S3AWS Private CAPUT バケットへのアクセス権限がない場合や、バケットで暗号化が有効になっ
ている場合、またはその他の理由で監査レポートが失敗する可能性があります。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"event_ID", 
   "detail-type":"ACM Private CA Audit Report Generation", 
   "source":"aws.acm-pca", 
   "account":"account", 
   "time":"2019-11-04T21:54:20Z", 
   "region":"region", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "audit_report_ID" 
   ], 
   "detail":{ 
      "result":"failure" 
   }
}

使用中 CloudTrail
AWS CloudTrail を使用して、AWS Private Certificate Authority によって行われた API コールを記録できま
す。詳細については、以下のトピックをご参照ください。

トピック
• ポリシーの作成 (p. 27)
• ポリシーの取得 (p. 27)
• ポリシーの削除 (p. 28)
• 認証局の作成 (p. 29)
• CRL を生成 (p. 30)
• OCSP レスポンスを生成 (p. 30)
• 監査報告書を作成する (p. 31)
• 認証局の削除 (p. 31)
• 認証局の復元 (p. 32)
• 認証局の説明 (p. 32)
• 認証局の証明書の取得 (p. 33)
• 認証局署名リクエストの取得 (p. 33)
• 証明書の取得 (p. 34)
• 認証局の証明書をインポートする (p. 34)
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• 証明書の発行 (p. 35)
• 認証局の一覧表示 (p. 36)
• タグを一覧表にする (p. 37)
• 証明書の取り消し (p. 37)
• プライベート認証局へのタグ付け (p. 38)
• プライベート CA からのタグの削除 (p. 38)
• 認証局の更新 (p. 39)

ポリシーの作成
CloudTrail 次の例は、PutPolicyオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.08", 
   "userIdentity":{  
      }, 
      "invokedBy":"agent" 
   }, 
   "eventTime":"2021-02-26T21:25:36Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"PutPolicy", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"xx.xx.xx.xx", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "resourceArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef4-external-principals\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS
\":\"account\"},\"Action\":\"acm-pca:IssueCertificate\",\"Resource\":\"arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID\",\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"acm-
pca:TemplateArn\":\"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1\"}}},{\"Sid\":
\"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef-external-principals\",\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":\"account\"},\"Action\":[\"acm-pca:DescribeCertificateAuthority
\",\"acm-pca:GetCertificate\",\"acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate\",
\"acm-pca:ListPermissions\",\"acm-pca:ListTags\"],\"Resource\":\"arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID\"}]}" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
   "eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
   "readOnly":false, 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "managementEvent":true, 
   "eventCategory":"Management", 
   "recipientAccountId":"account"
}

ポリシーの取得
CloudTrail 次の例は、GetPolicyオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.08", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"AssumedRole", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:sts::account:assumed-role/role", 
      "accountId":"account", 
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      "accessKeyId":"key_ID", 
      "sessionContext":{ 
         "sessionIssuer":{ 
            "type":"Role", 
            "principalId":"account", 
            "arn":"arn:aws:iam::account:role/role", 
            "accountId":"account", 
            "userName":"name" 
         }, 
         "webIdFederationData":{ 
             
         }, 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2021-02-26T20:49:51Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2021-02-26T21:19:14Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"GetPolicy", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "errorCode":"ResourceNotFoundException", 
   "errorMessage":"Could not find policy for resource arn:aws:acm-
pca:region:account:certificate-authority/CA_ID.", 
   "requestParameters":{ 
      "resourceArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "readOnly":true, 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "managementEvent":true, 
   "eventCategory":"Management", 
   "recipientAccountId":"account"
}

ポリシーの削除
CloudTrail 次の例は、DeletePolicyオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.08", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"AssumedRole", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:sts::account:assumed-role/role", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID", 
      "sessionContext":{ 
         "sessionIssuer":{ 
            "type":"Role", 
            "principalId":"account", 
            "arn":"arn:aws:iam::account:role/role", 
            "accountId":"account", 
            "userName":"name" 
         }, 
         "webIdFederationData":{ 
             
         }, 
         "attributes":{ 
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            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2021-02-26T21:23:17Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2021-02-26T21:23:31Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"DeletePolicy", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "resourceArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "readOnly":false, 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "managementEvent":true, 
   "eventCategory":"Management", 
   "recipientAccountId":"account"
}

認証局の作成
CloudTrail 次の例は、CreateCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T21:22:33Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"CreateCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityConfiguration":{ 
         "keyType":"RSA2048", 
         "signingAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
         "subject":{ 
            "country":"US", 
            "organization":"Example Company", 
            "organizationalUnit":"Corp", 
            "state":"WA", 
            "commonName":"www.example.com", 
            "locality":"Seattle" 
         } 
      }, 
      "revocationConfiguration":{ 
         "crlConfiguration":{ 
            "enabled":true, 
            "expirationInDays":3650, 
            "customCname":"your-custom-name", 
            s3BucketName:"your-bucket-name" 
         } 
      }, 
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      "certificateAuthorityType":"SUBORDINATE", 
      "idempotencyToken":"98256344" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}        

CRL を生成
CloudTrail 次の例は、generateCrl イベントのレコードを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "account", 
        "invokedBy": "acm-pca.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2021-02-09T17:37:45Z", 
    "eventSource": "acm-pca.amazonaws.com", 
    "eventName": "GenerateCRL", 
    "awsRegion": "region", 
    "sourceIPAddress": "acm-pca.amazonaws.com", 
    "userAgent": "acm-pca.amazonaws.com", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "type": "AWS::ACMPCA::CertificateAuthority", 
            "ARN": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "account"
}

OCSP レスポンスを生成
CloudTrail 次の例は、GenerateOCSPResponse イベントのレコードを示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.08", 
   "userIdentity":{ 
      "accountId":"account", 
      "invokedBy":"acm-pca.amazonaws.com" 
   }, 
   "eventTime":"2021-02-08T23:52:29Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"GenerateOCSPResponse", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "userAgent":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventID":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
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   "readOnly":false, 
   "resources":[ 
      { 
         "type":"AWS::ACMPCA::Certificate", 
         "ARN":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
      } 
   ]
}

監査報告書を作成する
CloudTrail 次の例は、CreateCertificateAuthorityAuditReportオペレーションを呼び出した結果を示していま
す。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T21:56:00Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"CreateCertificateAuthorityAuditReport", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      s3BucketName:"bucket_name", 
      "auditReportResponseFormat":"JSON" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "auditReportId":"report_ID", 
      s3Key:"audit-report/CA_ID/audit_report_ID.json" 
   }, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

認証局の削除
CloudTrail 次の例は、DeleteCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。この例
では、認証機関が ACTIVE 状態であるため、その認証機関を削除できません。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:01:11Z", 
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   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"DeleteCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "errorCode":"InvalidStateException", 
   "errorMessage":"The certificate authority is not in a valid state for deletion.", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

認証局の復元
CloudTrail 次の例は、RestoreCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。この
例では、認証機関が DELETED 状態ではないため、その認証機関を復元できません。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:01:11Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"RestoreCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"xIP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "errorCode":"InvalidStateException", 
   "errorMessage":"The certificate authority is not in a valid state for restoration.", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

認証局の説明
CloudTrail 次の例は、DescribeCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
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      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T21:58:18Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"DescribeCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}          

認証局の証明書の取得
CloudTrail 次の例は、GetCertificateAuthorityCertificateオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:03:52Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"GetCertificateAuthorityCertificate", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}      

認証局署名リクエストの取得
CloudTrail 次の例は、GetCertificateAuthorityCsrオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
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   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T21:40:33Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"GetCertificateAuthorityCsr", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}       

証明書の取得
CloudTrail 次の例は、GetCertificateオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:22:54Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"GetCertificate", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

認証局の証明書をインポートする
CloudTrail 次の例は、ImportCertificateAuthorityCertificateオペレーションを呼び出した結果を示していま
す。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
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      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T21:53:28Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"ImportCertificateAuthorityCertificate", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "certificate":{ 
         "hb":[ 
            45, 
            45, 
            ...10 
         ], 
         "offset":0, 
         "isReadOnly":false, 
         "bigEndian":true, 
         "nativeByteOrder":false, 
         "mark":-1, 
         "position":1257, 
         "limit":1257, 
         "capacity":1257, 
         "address":0 
      }, 
      "certificateChain":{ 
         "hb":[ 
            45, 
            45, 
            ...10 
         ], 
         "offset":0, 
         "isReadOnly":false, 
         "bigEndian":true, 
         "nativeByteOrder":false, 
         "mark":-1, 
         "position":1139, 
         "limit":1139, 
         "capacity":1139, 
         "address":0 
      } 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}          

証明書の発行
CloudTrail 次の例は、IssueCertificateオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
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   "eventTime":"2018-01-26T22:18:43Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"IssueCertificate", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"xIP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "csr":{ 
         "hb":[ 
            45, 
            45, 
            ...10 
         ], 
         "offset":0, 
         "isReadOnly":false, 
         "bigEndian":true, 
         "nativeByteOrder":false, 
         "mark":-1, 
         "position":1090, 
         "limit":1090, 
         "capacity":1090, 
         "address":0 
      }, 
      "signingAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
      "validity":{ 
         "value":365, 
         "type":"DAYS" 
      }, 
      "idempotencyToken":"1234" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID" 
   }, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}          

認証局の一覧表示
CloudTrail 次の例は、ListCertificateAuthoritiesオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:09:43Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"ListCertificateAuthorities", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "maxResults":10 
   }, 
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   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}        

タグを一覧表にする
CloudTrail 次の例は、ListTagsオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-02-02T00:21:56Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"ListTags", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "tags":[ 
         { 
            "key":"Admin", 
            "value":"Alice" 
         }, 
         { 
            "key":"User", 
            "value":"Bob" 
         } 
      ] 
   }, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

証明書の取り消し
CloudTrail 次の例は、RevokeCertificateオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name
      "accessKeyId": "key_ID" 
   }, 
   "eventTime": "2018-01-26T22:35:03Z", 
   "eventSource": "acm-pca.amazonaws.com", 
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   "eventName": "RevokeCertificate", 
   "awsRegion": "region", 
   "sourceIPAddress": "IP_address", 
   "userAgent": "agent", 
   "requestParameters": { 
      "certificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "certificateSerial": "67:07:44:76:83:a9:b7:f4:05:56:27:ff:d5:5c:eb:cc", 
      "revocationReason": "KEY_COMPROMISE" 
   }, 
   "responseElements": null, 
   "requestID": "request_ID", 
   "eventID": "event_ID", 
   "eventType": "AwsApiCall", 
   "recipientAccountId": "account"
}

プライベート認証局へのタグ付け
CloudTrail 次の例は、TagCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-02-02T00:18:48Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"TagCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "tags":[ 
         { 
            "key":"Admin", 
            "value":"Alice" 
         } 
      ] 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}

プライベート CA からのタグの削除
CloudTrail 次の例は、UntagCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
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      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-02-02T00:21:50Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"UntagCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 
      "tags":[ 
         { 
            "key":"Admin", 
            "value":"Alice" 
         } 
      ] 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"account"
}          

認証局の更新
CloudTrail 次の例は、UpdateCertificateAuthorityオペレーションを呼び出した結果を示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.05", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"account", 
      "arn":"arn:aws:iam::account:user/name", 
      "accountId":"account", 
      "accessKeyId":"key_ID" 
   }, 
   "eventTime":"2018-01-26T22:08:59Z", 
   "eventSource":"acm-pca.amazonaws.com", 
   "eventName":"UpdateCertificateAuthority", 
   "awsRegion":"region", 
   "sourceIPAddress":"IP_address", 
   "userAgent":"agent", 
   "requestParameters":{ 
      "certificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID", 

      "revocationConfiguration":{ 
         "crlConfiguration":{ 
            "enabled":true, 
            "expirationInDays":3650, 
            "customCname":"your-custom-name", 
            s3BucketName:"your-bucket-name" 
         } 
      }, 
      "status":"DISABLED" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"request_ID", 
   "eventID":"event_ID", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
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   "recipientAccountId":"account"
}

AWS Private Certificate Authority のコンプライアン
ス検証

サードパーティーの監査者は、複数の AWS Private Certificate Authority コンプライアンスプログ
ラムの一環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「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。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、Downloading Reports in AWS および を参照してください。

AWS Private CA 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
役立つ以下のリソースを提供しています。

• Amazon S3 バケットを暗号化する必要がある組織向けに、AWS Private CA以下のトピックで資産に対
応できるように暗号化を設定する方法について説明します。
• 監査報告書の暗号化
• CRL の暗号化

• セキュリティおよび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
ン環境をに展開するためのステップを示しますAWS。

• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する — このホワイトペー
パーでは、AWS企業がを使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しま
す。

• AWS — このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界や場所に適用される場合があ
ります。

• AWS Configデベロッパーガイドの「ルールでのリソースの評価」-AWS Config サービスは、リソース設
定が社内のプラクティス、業界のガイドライン、規制にどの程度準拠しているかを評価します。

• AWS Security Hub—AWS このサービスでは、AWS内のセキュリティの状態を包括的に把握することが
でき、セキュリティの業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認することができます。

プライベート CA での監査レポートの使用
プライベート CA が発行または取り消したすべての証明書を一覧表示する監査報告書を作成できます。こ
のレポートは、入力時に指定する新しい S3 バケットまたは既存の S3 バケットに保存されます。

監査報告書に暗号化保護を追加する方法については、「監査レポートの暗号化  (p. 43)」を参照してく
ださい 。

監査レポートファイルには、次のパスとファイル名があります。Amazon S3 バケットの ARN はの値で
すbucket-name。 CA_IDは、発行元の CA の固有識別子です。 UUID監査レポートの一意の識別子です。

bucket-name/audit-report/CA_ID/UUID.[json|csv]
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30 分ごとに新しい報告書を生成し、バケットからダウンロードできます。次の例は、CSV 区切りレポー
トを示しています。

awsAccountId,requestedByServicePrincipal,certificateArn,serial,subject,notBefore,notAfter,issuedAt,revokedAt,revocationReason,templateArn
123456789012,,arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/
certificate_ID,00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff,"2.5.4.5=#012345678901,2.5.4.44=#0a1b3c4d,2.5.4.65=#0a1b3c4e5f6a,2.5.4.43=#0a1b3c4d5e,2.5.4.42=#0123456789abcdef0123456789abcdef0123,2.5.4.4=#0123456789abcdef01234567,2.5.4.12=#0a1b3c4d5e,2.5.4.46=#0123456789ab,CN=www.example1.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US",2020-03-02T21:43:57+0000,2020-04-07T22:43:57+0000,2020-03-02T22:43:58+0000,,UNSPECIFIED,arn:aws:acm-
pca:::template/EndEntityCertificate/V1
123456789012,acm.amazonaws.com,arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/
certificate_ID,ff:ee:dd:cc:bb:aa:99:88:77:66:55:44:33:22:11:00,"2.5.4.5=#012345678901,2.5.4.44=#0a1b3c4d,2.5.4.65=#0a1b3c4d5e6f,2.5.4.43=#0a1b3c4d5e,2.5.4.42=#0123456789abcdef0123456789abcdef0123,2.5.4.4=#0123456789abcdef01234567,2.5.4.12=#0a1b3c4d5e,2.5.4.46=#0123456789ab,CN=www.example1.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US",2020-03-02T20:53:39+0000,2020-04-07T21:53:39+0000,2020-03-02T21:53:40+0000,,,arn:aws:acm-
pca:::template/EndEntityCertificate/V1

次の例では、JSON 形式のレポートを示します。

[ 
   { 
      "awsAccountId":"123456789012", 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
      "serial":"00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff", 
      
 "subject":"2.5.4.5=#012345678901,2.5.4.44=#0a1b3c4d,2.5.4.65=#0a1b3c4d5e6f,2.5.4.43=#0a1b3c4d5e,2.5.4.42=#0123456789abcdef0123456789abcdef0123,2.5.4.4=#0123456789abcdef01234567,2.5.4.12=#0a1b3c4d5e,2.5.4.46=#0123456789ab,CN=www.example1.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US", 
      "notBefore":"2020-02-26T18:39:57+0000", 
      "notAfter":"2021-02-26T19:39:57+0000", 
      "issuedAt":"2020-02-26T19:39:58+0000", 
      "revokedAt":"2020-02-26T20:00:36+0000", 
      "revocationReason":"UNSPECIFIED", 
      "templateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1" 
   }, 
   { 
      "awsAccountId":"123456789012", 
      "requestedByServicePrincipal":"acm.amazonaws.com", 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
      "serial":"ff:ee:dd:cc:bb:aa:99:88:77:66:55:44:33:22:11:00", 
      
 "subject":"2.5.4.5=#012345678901,2.5.4.44=#0a1b3c4d,2.5.4.65=#0a1b3c4d5e6f,2.5.4.43=#0a1b3c4d5e,2.5.4.42=#0123456789abcdef0123456789abcdef0123,2.5.4.4=#0123456789abcdef01234567,2.5.4.12=#0a1b3c4d5e,2.5.4.46=#0123456789ab,CN=www.example1.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US", 
      "notBefore":"2020-01-22T20:10:49+0000", 
      "notAfter":"2021-01-17T21:10:49+0000", 
      "issuedAt":"2020-01-22T21:10:49+0000", 
      "templateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1" 
   }
] 

Note

AWS Certificate Manager証明書を更新すると、プライベート 
CArequestedByServicePrincipalacm.amazonaws.com 監査レポートがフィールドに
入力されます。これは、AWS Certificate Managerサービスが顧客に代わってAWS Private CA 
APIIssueCertificate のアクションを呼び出して証明書を更新したことを示しています。

監査レポート用の Amazon S3 バケットの準備
監査レポートを保存するには、Amazon S3 バケットを準備する必要があります。詳細については、「S3 
バケットを作成する方法」を参照してください。
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S3 バケットは、アタッチされたアクセス権限ポリシーで保護されている必要があります。権限のあるユー
ザーとサービスプリンシパルには、AWS Private CAGetバケットへのオブジェクトの配置を許可する権限
と、オブジェクトを取得する権限が必要ですPut。以下に示すポリシーを適用して、AWSアカウントとプ
ライベート CA の ARN の両方へのアクセスを制限することをお勧めします。詳細については、Amazon 
S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加を参照してください。

Note

監査レポートを作成するコンソール手順で、AWS Private CA新しいバケットを作成してデフォル
トの権限ポリシーを適用するように選択できます。デフォルトのポリシーは CASourceArn に制
限を適用しないため、推奨ポリシーよりも許容範囲が広くなります。デフォルトを選択した場合
は、後からいつでも変更できます。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":[ 
            "s3:PutObject", 
            "s3:PutObjectAcl", 
            "s3:GetBucketAcl", 
            "s3:GetBucketLocation" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"account", 
               "aws:SourceArn":"arn:partition:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

監査報告書を作成する
監査レポートは、コンソールまたはから作成できますAWS CLI。

監査報告書を作成するには (コンソール)

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート証明書認証局ページで、リストからプライベート CA を選択します。
3. [アクション] メニューで、[監査報告書の生成] を選択します。
4. 「監査レポートの宛先」の「S3バケットを新規作成」で？ 、[はい] を選択して一意のバケット名を入

力するか、[いいえ] を選択してリストから既存のバケットを選択します。

[はい] を選択すると、AWS Private CAデフォルトポリシーを作成してバケットにアタッチします。
[いいえ] を選択した場合は、監査レポートを生成する前にバケットにポリシーをアタッチする必要が
あります。で説明されているポリシーパターンを使用してください監査レポート用の Amazon S3 バ
ケットの準備 (p. 41)。ポリシーのアタッチの詳細については、Amazon S3 コンソールを使用した
バケットポリシーの追加を参照してください。
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5. [出力形式] で、[ JavaScript オブジェクト表記] には [JSON] を、カンマ区切り値には [CSV] を選択し
ます。

6. [監査報告書の生成] を選択します。

監査報告書を作成するには (AWS CLI)

1. 使用する S3 バケットがまだなければ作成します。
2. バケットにポリシーをアタッチします。で説明されているポリシーパターンを使用してくださ

い監査レポート用の Amazon S3 バケットの準備 (p. 41)。ポリシーのアタッチの詳細について
は、Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加を参照してください。

3. create-certificate-authority-audit-reportコマンドを使用して監査レポートを作成し、準
備した S3 バケットに配置します。

$ aws acm-pca create-certificate-authority-audit-report \
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \
--s3-bucket-name bucket_name \
--audit-report-response-format JSON 

監査レポートの取得
検査用の監査レポートを取得するには、Amazon S3 コンソール、API、CLI、または SDK を使用します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのダウンロード」を
参照してください。

監査レポートの暗号化
オプションで、監査レポートを含む Amazon S3 バケットの暗号化を設定できます。 AWS Private CAS3 
内のアセットの 2 つの暗号化モードをサポートします。

• Amazon S3 が管理する AES-256 キーによる自動暗号化。
• AWS Key Management Service暗号化はお客様が管理し、AWS KMS keyお客様の仕様に合わせて構成し

ます。

Note

AWS Private CAS3 によって自動的に生成されたデフォルトの KMS キーの使用はサポートされて
いません。

次の手順では、各暗号化オプションを設定する方法について説明します。

自動暗号化を設定するには

S3 サーバー側の暗号化を有効にするには、以下のステップを実行します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケット] テーブルで、AWS Private CA アセットを保持するバケットを選択します。
3. バケットのページで、[プロパティ] タブを選択します。
4. [デフォルト暗号化] カードを選択します。
5. [有効化] を選択します。
6. Amazon S3 のキー (SSE-S3) を選択します。
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7. [Save Changes] (変更を保存する) を選択します。

カスタム暗号化を設定するには

カスタムキーを使用した暗号化を使用する前に、以下の手順を完了します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケット] テーブルで、AWS Private CA アセットを保持するバケットを選択します。
3. バケットのページで、[プロパティ] タブを選択します。
4. [デフォルト暗号化] カードを選択します。
5. [有効化] を選択します。
6. AWS Key Management Service key (SSE-KMS)) (AWS Key Management Service Service key (
7. [AWS KMS キーから選択] または [AWS KMS キーの ARN を入力してください] のいずれかを選択しま

す。
8. [Save Changes] (変更を保存する) を選択します。
9. (オプション) KMS キーをまだお持ちでない場合は、次のAWS CLI create-key コマンドを使用して作

成します。

$ aws kms create-key

出力には、KMS キーのキー ID と Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。以下に出力例を示し
ます。

{ 
    "KeyMetadata": { 
        "KeyId": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
        "Description": "", 
        "Enabled": true, 
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT", 
        "KeyState": "Enabled", 
        "CreationDate": 1478910250.94, 
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef", 
        "AWSAccountId": "123456789012" 
    }
}

10. 次の手順を使用して、AWS Private CAサービスプリンシパルに、KMS キーを使用するアクセス権限
を付与します。デフォルトでは、すべての KMS キーは非公開です。KMS キーを使用してデータを暗
号化および復号できるのは、リソース所有者のみです。ただし、リソース所有者は、他のユーザーと
リソースに KMS キーへのアクセス許可を付与することができます。サービスプリンシパルは、KMS 
キーが保存されているのと同じリージョンにある必要があります。

a. まず、policy.jsonget-key-policy次のコマンドを使用して、KMS キーのデフォルトポリシーを
として保存します。

$ aws kms get-key-policy --key-id key-id --policy-name default --output text > ./
policy.json

b. テキストエディタで policy.json ファイルを開きます。次のポリシーステートメントのいずれ
かを選択し、既存のポリシーに追加します。

Amazon S3 バケットキーが有効になっている場合は、次のステートメントを使用してください。

{ 
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   "Sid":"Allow ACM-PCA use of the key", 
   "Effect":"Allow", 
   "Principal":{ 
      "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
   }, 
   "Action":[ 
      "kms:GenerateDataKey", 
      "kms:Decrypt" 
   ], 
   "Resource":"*", 
   "Condition":{ 
      "StringLike":{ 
         "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":"arn:aws:s3:::bucket-name" 
      } 
   }
}

Amazon S3 バケットキーが無効になっている場合は、次のステートメントを使用してください。

{ 
   "Sid":"Allow ACM-PCA use of the key", 
   "Effect":"Allow", 
   "Principal":{ 
      "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
   }, 
   "Action":[ 
      "kms:GenerateDataKey", 
      "kms:Decrypt" 
   ], 
   "Resource":"*", 
   "Condition":{ 
      "StringLike":{ 
         "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[ 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/acm-pca-permission-test-key", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/acm-pca-permission-test-key-private", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/audit-report/*", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/crl/*" 
         ] 
      } 
   }
}

c. 最後に、put-key-policy次のコマンドを使用して更新されたポリシーを適用します。

$ aws kms put-key-policy --key-id key_id --policy-name default --policy file://
policy.json

AWS Private Certificate Authority でのインフラスト
ラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Private CA は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要ホ
ワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されていま
す。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Private CA にアクセスします。クライ
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
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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。

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

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

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

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

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

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

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

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

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

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

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

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

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

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

トピック
• AWS Private CAVPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 47)
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AWS Private CAVPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)
VPC と AWS Private CA との間にプライベート接続を作成するには、インターフェイス VPC エンドポイ
ントを設定します。インターフェースエンドポイントにはAWS PrivateLink、AWS Private CA API オペ
レーションにプライベートにアクセスするためのテクノロジーが搭載されています。 AWS PrivateLinkこ
れは、VPC と AmazonAWS Private CA ネットワーク間のすべてのネットワークトラフィックをルーティ
ングし、オープンインターネットでの露出を回避します。各 VPC エンドポイントは、VPC サブネット内
の 1 つ以上の Elastic Network Interface とプライベート IP アドレスで表されます。

インターフェイス VPC エンドポイントは VPC を AWS Private CA に直接接続します。その際、インター
ネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を使用しません。VPC 
のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても AWS Private CA API と通信できます。

VPC経由で AWS Private CA を使用するには、VPC 内のインスタンスから接続する必要があります。あ
るいは、AWS Virtual Private Network (AWS VPN) または AWS Direct Connect を使用して、プライベート
ネットワークを VPC に接続することもできます。の詳細についてはAWS VPN、Amazon VPC ユーザーガ
イドの 「VPN 接続」を参照してください。AWS Direct Connect の詳細については、AWS Direct Connect 
ユーザーガイドの「コネクションの作成」を参照してください。

AWS Private CA でAWS PrivateLink を使用する必要はありませんが、追加のセキュリティのレイヤーとし
て推奨します。AWS PrivateLinkと VPC エンドポイントの詳細については、AWS を介したサービスへの
アクセスを参照してください PrivateLink。

AWS Private CA VPC エンドポイントに関する考慮事項
AWS Private CA 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、以下の考慮事項に注意して
ください。

• AWS Private CA一部のアベイラビリティーゾーンでは VPC エンドポイントをサポートしていない場合
があります。VPC エンドポイントを作成するときは、まずマネジメントコンソールでサポートを確認し
ます。サポートされていないアベイラビリティーゾーンには、「このアベイラビリティーゾーンではサ
ポートされていないサービス」とマークされます。

• VPC エンドポイントはクロスリージョンリクエストをサポートしていません。AWS Private CA に対し
て API コールを発行するリージョンと同じリージョンにエンドポイントを作成してください。

• VPC エンドポイントは、Amazon Route 53 を介して Amazon 提供の DNS をサポートします。独自の 
DNS を使用したい場合は、条件付き DNS 転送を使用できます。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「DHCP Options Sets」を参照してください。

• VPCエンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、VPCのプライベートサブネットか
ら、ポート443で着信接続を許可する必要があります。

• AWS Certificate Manager は VPC エンドポイントをサポートしていません。
• FIPS エンドポイント (およびそのリージョン) は VPC エンドポイントをサポートしていません。

の VPC エンドポイントの作成AWS Private CA
AWS Private CAサービス用の VPC エンドポイントは、https://console.aws.amazon.com/vpc/ の VPC コ
ンソールまたはを使用して作成できますAWS Command Line Interface。詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」手順を参照してください。 AWS Private CA
は、VPC 内のすべての API 操作の呼び出しをサポートしています。

エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にしている場合は、AWS Private CAデフォルトのエ
ンドポイントは VPC エンドポイントに展開されます。デフォルトのサービスエンドポイントの詳しい一覧
については、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
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プライベート DNS ホスト名を有効にしていない場合は、Amazon VPC が以下の形式で使用できる DNS エ
ンドポイント名を提供します。

vpc-endpoint-id.acm-pca.region.vpce.amazonaws.com

Note

####、米国東部 (オハイオ)AWS リージョンなどAWS Private CAus-east-2、でサポートされて
いるリージョンのリージョン識別子を表します。AWS Private CA のリストについては、「AWS 
Certificate Manager プライベート認証機関のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

AWS Private CA 用の VPC エンドポイントポリシーを作成する
Amazon VPCAWS Private CA エンドポイントに対するポリシーを作成して、以下を指定できます。

• アクションを実行できるプリンシパル
• 実行可能なアクション
• アクションを実行できるリソース

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。

例 – AWS Private CA アクションの VPC エンドポイントポリシー

エンドポイントにアタッチされている場合、次のポリシーは AWS Private CA アクショ
ン、IssueCertificate、DescribeCertificateAuthority、GetCertificate、GetCertificateAuthorityCertificate、ListPermissions、
および ListTags に対するすべてのプリンシパルへのアクセス権を付与 します。各スタンザのリソー
スはプライベート CA です。最初のスタンザは、指定されたプライベート CA と証明書テンプレート
を使用して、エンドエンティティ証明書の作成を許可します。使用するテンプレートを制御しない場
合、Condition セクションは必要ありません。ただし、これを削除すると、すべてのプリンシパルが CA 
認定とエンドエンティティ証明書を交付できるようになります。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:IssueCertificate" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "acm-pca:TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "acm-pca:DescribeCertificateAuthority", 
            "acm-pca:GetCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
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            "acm-pca:ListPermissions", 
            "acm-pca:ListTags" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" 
         ] 
      } 
   ]
}
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AWS Private CAデプロイを計画する
AWS Private CA では、組織のプライベート PKI (パブリックキーインフラストラクチャ) を完全にクラウ
ドベースで制御でき、ルート認証機関 (CA) から下位 CA を経由してエンドエンティティ証明書まで拡張
します。安全性、保守性、拡張性、組織のニーズに適した PKI には、綿密な計画が不可欠です。このセク
ションでは、CA 階層の設計、プライベート CA とプライベートエンドエンティティ証明書のライフサイク
ルの管理、セキュリティのベストプラクティスの適用に関するガイダンスを提供します。

このセクションでは、プライベート認証機関 (CA)AWS Private CA を作成する前に使用準備を行う方法に
ついて説明します。オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) や証明書失効リスト (CRL) を使用し
て失効サポートを追加するオプションについても説明しています。

さらに、組織がプライベートルート CA 認証情報をホストするよりもオンプレミスでホストするかどう
かを決定する必要がありますAWS。その場合は、AWS Private CA を使用する前に、セルフマネージドプ
ライベート PKI をセットアップし、セキュリティで保護する必要があります。このシナリオでは、AWS 
Private CA の外部にの親 CA に認証された AWS Private CA 下位 CA を作成します。詳細については、
「外部の親CAによって署名された下位CA証明書のインストール」を参照してください。

トピカ
• AWSアカウントの設定とAWS CLI (p. 50)
• CA 階層の設計 (p. 52)
• プライベート CA ライフサイクルの管理  (p. 58)
• 証明書失効方法の設定 (p. 60)
• 認証機関モード (p. 73)
• 耐障害性の計画 (p. 73)

AWSアカウントの設定とAWS CLI
すでに Amazon Web Services (AWS) カスタマーの場合、使用できるようにサインアップする必要があり
ますAWS Private CA。このアカウントでは、利用可能なすべてのサービスにアクセスできますが、使用し
たサービスに対してのみ課金されます。

Note

AWS Private CAAWS無料利用枠ではご利用いただけません。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 50)
• 管理ユーザーを作成する (p. 51)
• AWS Command Line Interface をインストールする (p. 51)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

AWS Command Line Interface をインストールする
AWS CLI を未インストールで、使用を開始する場合は、AWS Command Line Interface の手順に従ってく
ださい。このガイドでは、エンドポイント、リージョン、認証の詳細が設定されていることを前提として
おり、サンプルコマンドではこれらのパラメータを省略しています。
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CA 階層の設計
AWS Private CA では、最大 5 つのレベルの証明機関の階層を作成できます。階層ツリーの最上位にある
ルート CA は、任意の数のブランチを持つことができます。ルート CA は、各ブランチの上位 CA のレベ
ルを 4 つまで設定できます。また、それぞれ独自のルートを持つ複数の階層を作成することもできます。

適切に設計された CA 階層には、次のような利点があります。

• 各 CA に適したきめ細かなセキュリティ制御
• ロードバランシングとセキュリティを向上するための管理タスクの分割
• 日常業務における信頼が限定され、取り消し可能な CA の使用
• 有効期間と証明書パスの制限

次の図は、単純な 3 レベルの CA 階層を示しています。

ツリー内の各 CA は、署名権限 ( pen-and-paper アイコンで表示) が付いた X.509 v3 証明書によって裏付
けられています。つまり、CA は、CA として下位にある他の証明書に署名できます。CA が下位レベルの 
CA の証明書に署名すると、署名付き証明書に対する制限付きの取り消し可能な権限が付与されます。レ
ベル 1 のルート CA は、レベル 2 の高レベル下位 CA 証明書に署名します。次に、これらの CA は、エン
ドエンティティ証明書を管理する PKI (パブリックキーインフラストラクチャ) 管理者が使用する、レベル 
3 の CA の証明書に署名します。

CA 階層内のセキュリティは、ツリーの最上部で最強になるように構成する必要があります。この構成に
より、ルート CA 証明書とそのプライベートキーが保護されます。ルート CA は、すべての下位 CA とそ
の下のエンドエンティティ証明書に対する信頼をアンカーします。ローカライズされた損傷は、エンドエ
ンティティ証明書の侵害によって生じることがありますが、ルートの侵害は PKI 全体の信頼を破壊しま
す。ルートおよび上位の下位CAはまれにしか使用されません（通常は他のCA証明書への署名に使用され
ます）。その結果、リスクの低減を保証するために、厳密に管理および監査されます。階層の下位レベル

Version latest
52



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
エンドエンティティ証明書の検証

では、セキュリティは制限が少なくなります。このアプローチにより、ユーザー、コンピュータホスト、
ソフトウェアサービスのエンドエンティティ証明書の発行と失効という日常的な管理タスクが可能になり
ます。

Note

ルート CA を使用して下位証明書に署名することは、ごく少数の状況で発生するまれなイベント
です。

• PKI が作成されたとき
• 高レベルの認証機関を置き換える必要がある場合
• 証明書失効リスト (CRL) またはオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) 応答側を構成

する必要がある場合

ルートおよびその他の高レベル CA には、安全性の高い運用プロセスとアクセス制御プロトコル
が必要です。

トピック
• エンドエンティティ証明書の検証 (p. 53)
• CA 階層構造の計画 (p. 54)
• 認定パスの長さ制限の設定 (p. 56)

エンドエンティティ証明書の検証
エンドエンティティ証明書は、下位の CA を経由してルート CA に戻る証明書パスから信頼を取得しま
す。ウェブブラウザまたは他のクライアントにエンドエンティティ証明書が提示されると、信頼チェーン
を構築しようとします。たとえば、証明書の発行者識別名とサブジェクト識別名が、発行元 の CA 証明書
の対応するフィールドと一致しているかどうかを確認する場合があります。一致は、クライアントが信頼
ストアに含まれている信頼されたルートに到達するまで、階層の連続した各レベルで継続されます。

信頼ストアは、ブラウザまたはオペレーティングシステムに含まれる信頼された CA のライブラリです。
プライベート PKI の場合、組織の IT 担当者は、各ブラウザまたはシステムが以前にプライベートルート 
CA を信頼ストアに追加していることを確認する必要があります。それ以外の場合、証明書パスを検証で
きず、クライアントエラーが発生します。

次の図は、エンドエンティティ X.509 証明書が提示されたときにブラウザが従う検証パスを示していま
す。エンドエンティティ証明書には署名権限がなく、それを所有するエンティティの認証にのみ機能する
ことに注意してください。

Version latest
53



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
CA 階層構造の計画

ブラウザは、エンドエンティティ証明書を検査します。ブラウザは、証明書が信頼認証情報として下位 
CA (レベル 3) からの署名を提供していることを検出します。下位 CA の証明書は、同じ PEM ファイルに
含める必要があります。または、信頼チェーンを構成する証明書を含む別のファイルに保存することもで
きます。これらを見つけると、ブラウザは下位 CA (レベル 3 ) の証明書を確認し、下位 CA（レベル 2）か
らの署名を提供していることが検出されます。次に、下位 CA (レベル 2 ) は、ルート CA (レベル 1) から
の署名を信頼認証情報として提供しています。ブラウザが信頼ストアに事前インストールされているプラ
イベートルート CA 証明書のコピーを検出すると、エンドエンティティ証明書が信頼済みとして検証され
ます。

通常、ブラウザは、証明書失効リスト (CRL) に対して各証明書を確認します。期限切れ、失効、誤って設
定された証明書は拒否され、検証は失敗します。

CA 階層構造の計画
一般に、CA 階層は組織の構造を反映する必要があります。管理とセキュリティの役割を委任するのに必
要な長さを超えないように (つまり、CA レベルの数を) パス長にすることを目指します。CA を階層に追加
すると、証明書パス内の証明書の数が増え、検証時間が長くなります。パスの長さを最小限に抑えると、
エンドエンティティ証明書を検証する際にサーバーからクライアントに送信される証明書の数も減りま
す。

理論的には、(pathLenConstraint (p. 288)パラメータ) を持たないルート CA は、下位 CA を無制限に承認
できます。下位 CA は、内部設定によって許容される数の子下位 CA を持つことができます。AWS Private 
CA マネージド型階層は、最大 5 レベルの CA 認定パスをサポートします。
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適切に設計された CA 構造には、いくつかの利点があります。

• 組織単位ごとに個別の管理コントロール
• 下位 CA へのアクセスを委任する機能
• 追加のセキュリティ制御によって上位レベルの CA を保護する階層構造

これを実現するのは、次の 2 つの共通の CA 構造です。

• 2 つの CA レベル: ルート CA と下位 CA

これは、ルート CA と下位 CA に対して個別の管理、制御、セキュリティポリシーを許可する、最も単
純な CA 構造です。ルート CA に対する制限の厳しい制御とポリシーを維持しながら、下位 CA に対す
るより許可されたアクセスを許可できます。後者は、エンドエンティティ証明書の一括発行に使用され
ます。

• 3 つの CA レベル: ルート CA と 2 つの下位 CA のレイヤー

上記と同様に、この構造はさらに CA レイヤーを追加し、ルート CA を低レベル CA のオペレーション
から分離します。中間の CA レイヤーは、エンドエンティティ証明書の発行を実行する下位 CA に署名
するためにのみ使用されます。

あまり一般的ではない CA 構造には、次のようなものがあります。

• 4 以上の CA レベル

3 レベルの階層よりも一般的ではありませんが、4 以上のレベルを持つ CA 階層は可能であり、管理委任
を許可するために必要になる場合があります。

• 1 つの CA レベル: ルート CA のみ

この構造は、完全な信頼チェーンが必要ない場合に開発およびテストによく使用されます。生産に使用
され、非定型です。さらに、ルート CA とエンドエンティティ証明書を発行する CA に対して個別のセ
キュリティポリシーを維持するというベストプラクティスに違反します。

ただし、すでにルート CA から直接証明書を発行している場合は、AWS Private CA に移行できます。こ
れにより、OpenSSL や他のソフトウェアで管理されるルート CA を使用するよりも、セキュリティと制
御の面でメリットが得られます。

メーカーのプライベート PKI の例
この例では、ある架空のテクノロジー企業が、スマート電球とスマートトースターの 2 つのモノのイン
ターネット (IoT) 製品を製造しています。本番稼働時には、各デバイスにはエンドエンティティ証明書が
発行されるため、インターネット経由で製造元と安全に通信できます。また、会社の PKI は、内部ウェ
ブサイトや財務および事業運営を行うさまざまなセルフホスト型コンピュータサービスなど、自社のコン
ピュータインフラストラクチャを保護しています。

その結果、CA 階層は、ビジネスのこれらの管理面と運用面を密接にモデル化します。
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この階層には、内部オペレーション用に 1 つ、および外部オペレーション用に 2 つ (製品ラインごとに 1 
つのルート CA) の 3 つのルートが含まれます。また、社内業務用の CA レベルが 2 つ、社外業務用が 3 レ
ベルあり、複数の認定パスが長いことも示しています。

ルートCAを分離し、外部運用側に追加の下位CAレイヤーを使用することは、ビジネスとセキュリティの
ニーズに応える設計上の決定です。複数の CA ツリーがある場合、PKI は企業の再編、売却、買収に対し
て将来的に証明されます。変更が発生すると、ルート CA 階層全体が、セキュリティで保護されている分
割とともに正常に移動できます。また、下位の CA が 2 レベルの場合、ルート CA は、数千または数百万
の製造品目の証明書の一括署名を担当するレベル 3 CA から高い分離レベルを持ちます。

内部では、企業のウェブと内部コンピュータの操作は、2 レベルの階層を完了します。これらのレベル
により、ウェブ管理者と運用エンジニアは、各自のワークドメインで証明書発行を個別に管理できま
す。PKI を個別の機能ドメインに区分化することは、セキュリティのベストプラクティスであり、他方に
影響を及ぼす可能性のある侵害からそれぞれを保護します。ウェブ管理者は、社内のウェブブラウザで
使用するためのエンドエンティティ証明書を発行し、社内のウェブサイトで通信を認証および暗号化しま
す。運用エンジニアは、データセンターホストとコンピュータサービスを相互に認証するエンドエンティ
ティ証明書を発行します。このシステムは、LAN 上で暗号化することにより、機密データを安全に保ちま
す。

認定パスの長さ制限の設定
CA 階層の構造は、各証明書に含まれる基本制約拡張によって定義され、適用されます。拡張では、次の 2 
つの制約が定義されています。

• cA— 証明書が CA を定義しているかどうか。この値が false (デフォルト) の場合、証明書はエンドエン
ティティ証明書です。

• pathLenConstraint— 有効な信頼チェーン内に存在できる下位レベルの下位 CA の最大数。エンドエ
ンティティ証明書は CA 証明書ではないためカウントされません。
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ルート CA 証明書には最大限の柔軟性が必要であり、パス長の制約は含まれません。これにより、ルート
は任意の長さの証明書パスを定義できます。

Note

AWS Private CA は、認証パスを 5 レベルに制限します。

下位 CA には、階層の配置と目的の機能の位置に応じて、ゼロ以上の pathLenConstraint 値があり
ます。たとえば、3 つの CA を持つ階層では、ルート CA にパスの制約は指定されません。最初の下
位 CA のパス長は 1 であるため、子 CA に署名できます。これらのそれぞれの子 CA は、必ずゼロの
pathLenConstraint 値を持つ必要があります。つまり、エンドエンティティ証明書に署名することは
できますが、追加の CA 証明書を発行することはできません。新しい CA を作成する能力を制限すること
は、重要なセキュリティ制御です。

次の図は、階層の下に、制限された権限のこの伝播を示しています。

この 4 レベルの階層では、ルートは拘束されません (いつものように)。しかし、最初の下位 CA が 2 の
pathLenConstraint 値で、子 CA が 3 レベル以上深くなることを制限します。したがって、有効な証明
書パスの場合、制約値は次の 2 つのレベルでゼロに減少する必要があります。ウェブブラウザで、パス長
が 4 を超えるこのブランチからのエンドエンティティ証明書が検出された場合、検証は失敗します。この
ような証明書は、誤って作成された CA、誤って設定された CA、または不正な発行が原因である可能性が
あります。

テンプレートによるパスの長さの管理
AWS Private CA には、ルート証明書、下位証明書、およびエンドエンティティ証明書を発行するためのテ
ンプレートが用意されています。これらのテンプレートは、パス長を含む基本的な制約値のベストプラク
ティスをカプセル化します。テンプレートには、次のものがあります。
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• RootCACertificate/V1
• 下位 CA 証明書 _PathLen 0/V1
• 下位 CA 証明書 _PathLen 1/V1
• 下位 CA 証明書 _PathLen 2/V1
• 下位 CA 証明書 _PathLen 3/V1
• EndEntityCertificate/V1

発行元の CA 証明書のパス長以上のパス長を持つ CA を作成しようとすると、IssueCertificate API 
はエラーを返します。

証明書テンプレートの詳細については、「 証明書テンプレートについて (p. 131)」を参照してくださ
い。

による CA 階層設定の自動化AWS CloudFormation
CA 階層の設計が決まったら、AWS CloudFormationテンプレートを使用してテストし、本番環境に移行で
きます。このようなテンプレートの例については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「プライベー
ト CA 階層の宣言」を参照してください。

プライベート CA ライフサイクルの管理
CA 証明書には、一定の有効期限または有効期間があります。CA 証明書の有効期限が切れると、CA 階層
の下位の CA によって直接または間接的に発行されたすべての証明書が無効になります。事前に計画する
ことで、CA 証明書の有効期限を回避できます。

有効期間の選択
X.509 証明書の有効期間は、必須の基本証明書フィールドです。これにより、発行元の CA が証明書を信
頼できることを証明する時間範囲が決定され、取り消しは発生しません。(自己署名されたルート証明書
は、独自の有効期間を証明します。)

AWS Private CA と AWS Certificate Manager を使用して、次の制約の対象となる証明書の有効期間の構成
を支援します。

• AWS Private CA によって管理される証明書の有効期間は、証明書を発行した CA の有効期間以下である
必要があります。つまり、子 CA とエンドエンティティ証明書は、親証明書の有効期間を過ぎることは
できません。IssueCertificate API を使用して、親の CA 以上の有効期間を持つ CA 証明書を発行
しようとすると、失敗します。

• 発行および管理する証明書AWS Certificate Manager (ACM がプライベートキーを生成する証明書) の有
効期間は 13 か月 (395 日) です。ACM はこれらの証明書の更新プロセスを管理します。AWS Private 
CA を使用して証明書を直接発行する場合は、任意の有効期間を選択できます。

次の図は、ネストされた有効期間の典型的な構成を示しています。ルート証明書は最も有効期間が長く、
エンドエンティティ証明書は比較的短く、下位 CA はこれらの極端な範囲にあります。
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CA 階層を計画するときは、CA 証明書の最適な有効期間を決定します。発行するエンドエンティティ証明
書の必要な有効期間から逆方向に作業します。

エンドエンティティ証明書

エンドエンティティ証明書には、ユースケースに適した有効期間が必要です。有効期間が短いため、プラ
イベートキーが紛失または盗難された場合に証明書が公開される危険性が最小限に抑えられます。ただ
し、有効期間が短いということは、頻繁に更新されることを意味します。期限が切れる証明書を更新しな
いと、ダウンタイムが発生する可能性があります。

エンドエンティティ証明書を分散して使用すると、セキュリティ侵害が発生した場合に物流上の問題が発
生する可能性があります。計画では、更新証明書と配布証明書、侵害された証明書の取り消し、および証
明書に依存するクライアントに取り消しが伝播する速さについて考慮する必要があります。

ACM を通じて発行されたエンドエンティティ証明書のデフォルトの有効期間は、現在 13 か月 (395 日) で
す。AWS Private CA では、IssueCertificate API を使用して、発行元 CA の有効期間を下回っている
限り、任意の有効期間を適用できます。

下位 CA 証明書

下位 CA 証明書は、発行する証明書よりもかなり長い有効期間を持つ必要があります。CA 証明書の有効
期間は、子 CA 証明書またはエンドエンティティ証明書の発行期間の 2～5 倍です。たとえば、2 レベルの 
CA 階層 (ルート CA と 1 つの下位 CA) があるとします。エンドエンティティ証明書を 1 年間の有効期間
で発行する場合は、下位の発行 CA の有効期間を 3 年に設定できます。これは、AWS Private CA の下位 
CA 証明書のデフォルトの有効期間です。下位 CA 証明書は、ルート CA 証明書を置き換えることなく変更
できます。

ルート証明書

ルート CA 証明書を変更すると、PKI (パブリックキーインフラストラクチャ) 全体に影響するため、依存
するすべてのクライアントオペレーティングシステムとブラウザの信頼ストアを更新する必要がありま
す。運用上の影響を最小限に抑えるには、ルート証明書の有効期間を長くする必要があります。ルート証
明書の AWS Private CA デフォルトは 10 年です。

CA 承継の管理
CA の承継を管理するには、2 つの方法があります。古い CA を置き換えるか、CA を新しい有効期間で再
発行します。

古い CA の交換
古い CA を置き換えるには、新しい CA を作成し、同じ親 CA にチェーンします。その後、新しい CA か
ら証明書を発行します。
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新しい CA から発行された証明書には、新しい CA チェーンがあります。新しい CA が確立されたら、古
い CA を無効にして、新しい証明書を発行しないようにできます。無効になっている間、古い CA は CA 
から発行された古い証明書の失効をサポートし、そのように構成されている場合は、引き続き OCSP や証
明書失効リスト (CRL) を使用して証明書を検証します。古い CA から発行された最後の証明書の有効期限
が切れたら、古い CA を削除できます。CA から発行されたすべての証明書の監査レポートを生成して、発
行されたすべての証明書の有効期限が切れていることを確認できます。古い CA に下位の CA がある場合
は、下位の CA が同時に期限切れになるか、親 CA よりも前に期限切れになるため、下位の CA も置き換
える必要があります。まず、置換が必要な階層内の最上位の CA を置き換えます。次に、後続の下位レベ
ルごとに新しい置換下位 CA を作成します。

AWS では、必要に応じて CA の名前に CA 生成識別子を含めることをお勧めします。たとえば、第 1 世代 
CA に「企業ルート CA」という名前を付けたとします。第 2 世代 CA を作成するときは、「コーポレート
ルート CA G2」という名前を付けます。この単純な命名規則は、両方の CA が期限切れでない場合の混乱
を避けるのに役立ちます。

CA のプライベートキーをローテーションするため、CA の継承方式が優先されます。CA キーでは、プラ
イベートキーのローテーションがベストプラクティスです。ローテーションの頻度は、キーの使用頻度に
比例する必要があります。より多くの証明書を発行する CA は、ローテーションの頻度が高くなります。

Note

ACM を通じて発行されたプライベート証明書は、CA を交換しても更新できません。発行と更新
に ACM を使用する場合は、CA の存続期間を延長するために CA 証明書を再発行する必要があり
ます。

古い CA の再発行
CA の有効期限が近づいたら、その有効期間を延長する別の方法は、CA 証明書を新しい有効期限で再発
行することです。再発行すると、CA メタデータはすべてそのまま残り、既存の秘密鍵と公開鍵は保持さ
れます。このシナリオでは、CA が発行した既存の証明書チェーンと有効期限が切れていないエンドエン
ティティ証明書は、有効期限が切れるまで有効です。新しい証明書の発行も中断することなく継続できま
す。再発行された証明書で CA を更新するには、に記載されている通常のインストール手順に従いますCA 
証明書の作成とインストール (p. 87)。

Note

新しいkey pair にローテーションすることでセキュリティ上の利点が得られるため、証明書を再
発行するよりも、期限切れ間近の CA を交換することをお勧めします。

CA の取り消し
CA を取り消すには、その基礎となる証明書を取り消します。これにより、CA が発行したすべての
証明書も事実上失効します。失効情報は、OCSP または CRL によってクライアントに配布されま
す (p. 60)。CA 証明書を失効させるのは、発行されたエンドエンティティ証明書と下位 CA 証明書をす
べて取り消す場合だけです。

証明書失効方法の設定
プライベートPKIを計画する際にはAWS Private CA、エンドポイントの秘密鍵が公開された場合など、発
行された証明書をエンドポイントに信頼させたくない状況への対処方法を検討する必要があります。この
問題に対する一般的なアプローチは、有効期間の短い証明書を使用するか、証明書の失効を設定すること
です。有効期限の短い証明書は、数時間または数日という非常に短い期間で期限切れになるため、失効し
ても意味がありません。証明書は、エンドポイントに失効を通知するのにかかる時間とほぼ同じ時間で無
効になります。このセクションでは、構成やベストプラクティスなど、AWS Private CAお客様向けの失効
オプションについて説明します。
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失効方法を探しているお客様は、オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) と証明書失効リスト 
(CRL) のいずれかを選択できます。

Note

失効を設定せずに CA を作成した場合は、後からいつでも設定できます。詳細については、「プ
ライベート CA の更新 (p. 104)」を参照してください。

• オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP)

AWS Private CAには、お客様がインフラストラクチャを自分で運用しなくても、証明書が取り消された
ことをエンドポイントに通知するフルマネージドの OCSP ソリューションが用意されています。お客様
は、AWS Private CAコンソール、API、CLI、またはを使用して 1 回の操作で、新規または既存の CA で 
OCSP を有効にできますAWS CloudFormation。CRL はエンドポイントで保存および処理されるため、
古くなる可能性がありますが、OCSP のストレージと処理の要件はレスポンダーのバックエンドで同期
的に処理されます。

CA の OCSP を有効にする場合は、新しい証明書が発行されるたびに OCSP 応答者の URL を機関情報
アクセス (AIA)AWS Private CA 拡張に含めます。この拡張機能により、Web ブラウザなどのクライアン
トはレスポンダに問い合わせて、エンドエンティティまたは下位 CA 証明書が信頼できるかどうかを判
断できます。応答側は、その信頼性を保証するために暗号で署名されたステータスメッセージを返しま
す。

AWS Private CAOCSP レスポンダーは RFC 5019 に準拠しています。

OCSP に関する考慮事項
• OCSP ステータスメッセージは、発行元 CA が使用するように設定されていたのと同じ署名アル

ゴリズムを使用して署名されます。AWS Private CAコンソールで作成された CA は、デフォル
トで SHA256WITHRSA 署名アルゴリズムを使用します。サポートされている他のアルゴリズム
は、CertificateAuthorityConfigurationAPI ドキュメントに記載されています。

• OCSP レスポンダーが有効になっている場合、APIPassthrough 証明書テンプレートと 
CSRPassthrough 証明書テンプレートは AIA 拡張機能では機能しません。

• マネージド OCSP サービスのエンドポイントは、パブリックインターネットでアクセスできま
す。OCSP を希望するがパブリックエンドポイントは望んでいないお客様は、独自の OCSP インフラ
ストラクチャを運用する必要があります。

• 証明書失効リスト (CRL)

CRL には、失効した証明書のリストが含まれています。CRL を生成するように CA を設定する場合、発
行される新しい証明書ごとに CRLAWS Private CA 配布ポイント拡張を含めます。このエクステンショ
ンは CRL の URL を提供します。この拡張機能により、Web ブラウザなどのクライアントは CRL を照
会して、エンドエンティティまたは下位 CA 証明書が信頼できるかどうかを判断できます。

クライアントは CRL をダウンロードしてローカルで処理する必要があるため、CRL の使用は OCSP より
もメモリを大量に消費します。CRL は、新しい接続を試みるたびに失効ステータスをチェックする OCSP 
と比較して、CRL のリストがダウンロードされてキャッシュされるため、ネットワーク帯域幅の消費量が
少なくなる可能性があります。

Note

OCSP と CRL はどちらも、取り消されてからステータス変更が可能になるまでに多少の遅延があ
ります。

• 証明書を取り消したときに、OCSP の応答が新しいステータスに反映されるまでに最大 60 
分かかる場合があります。一般に、クライアントが何日もキャッシュできる CRL とは異な
り、OCSP 応答は通常クライアントによってキャッシュされないため、OCSP は失効情報のよ
り高速な配布をサポートする傾向があります。

• CRL は通常、証明書が取り消された約 30 分後に更新されます。なんらかの理由で CRL の更新
に失敗した場合、15AWS Private CA 分ごとに試行を行います。
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失効構成の一般要件
すべての失効構成には、次の要件が適用されます。

• CRL または OCSP を無効にする設定には Enabled=False パラメータのみを含める必要があ
り、CustomCname や ExpirationInDays などの他のパラメータが含まれていると失敗します。

• CRL 設定では、S3BucketNameパラメータは Amazon Simple Storage Service のバケット命名規則に準
拠している必要があります。

• CRL または OCSP 用のカスタムの正規名 (CNAME) パラメータを含む設定は、CNAME での特殊文字の
使用に関する RFC7230 の制限に準拠する必要があります。

• CRL や OCSP 構成では、CNAME パラメーターの値には、CNAME パラメーターの値には、「http://」
や「https://」などのプロトコルプレフィックスを含めることはできません。

トピック
• 証明書失効リスト (CRL) を計画する (p. 62)
• AWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設定 (p. 68)

証明書失効リスト (CRL) を計画する
CA 作成プロセスの一環として (p. 75) CRL を設定する前に、事前設定が必要な場合があります。この
セクションでは、CRL がアタッチされた CA を作成する前に理解しておくべき前提条件とオプションにつ
いて説明します。

CRL の代替または補足としてオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) を使用する方法について
は、「」証明書失効オプション (p. 77) と「」を参照してくださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム 
URL の設定 (p. 68)。

トピック
• CRL ストラクチャー (p. 62)
• Amazon S3 の CRL のアクセスポリシー  (p. 63)
• S3 のブロックパブリックアクセス (BPA) 機能を有効にする (p. 64)
• CRL の暗号化  (p. 66)

CRL ストラクチャー
各 CRL は、DER でエンコードされたファイルです。ファイルをダウンロードして OpenSSL を使用して
表示するには、次のようなコマンドを使用します。

openssl crl -inform DER -in path-to-crl-file -text -noout

CRL の形式は次のとおりです。

Certificate Revocation List (CRL): 
          Version 2 (0x1) 
      Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
          Issuer: /C=US/ST=WA/L=Seattle/O=Example Company CA/OU=Corporate/
CN=www.example.com 
          Last Update: Feb 26 19:28:25 2018 GMT 
          Next Update: Feb 26 20:28:25 2019 GMT 
          CRL extensions: 
              X509v3 Authority Key Identifier: 
                  keyid:AA:6E:C1:8A:EC:2F:8F:21:BC:BE:80:3D:C5:65:93:79:99:E7:71:65 
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              X509v3 CRL Number: 
                  1519676905984 
  Revoked Certificates: 
      Serial Number: E8CBD2BEDB122329F97706BCFEC990F8 
          Revocation Date: Feb 26 20:00:36 2018 GMT 
          CRL entry extensions: 
              X509v3 CRL Reason Code: 
                  Key Compromise 
      Serial Number: F7D7A3FD88B82C6776483467BBF0B38C 
          Revocation Date: Jan 30 21:21:31 2018 GMT 
          CRL entry extensions: 
              X509v3 CRL Reason Code: 
                  Key Compromise 
      Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
           82:9a:40:76:86:a5:f5:4e:1e:43:e2:ea:83:ac:89:07:49:bf: 
           c2:fd:45:7d:15:d0:76:fe:64:ce:7b:3d:bb:4c:a0:6c:4b:4f: 
           9e:1d:27:f8:69:5e:d1:93:5b:95:da:78:50:6d:a8:59:bb:6f: 
           49:9b:04:fa:38:f2:fc:4c:0d:97:ac:02:51:26:7d:3e:fe:a6: 
           c6:83:34:b4:84:0b:5d:b1:c4:25:2f:66:0a:2e:30:f6:52:88: 
           e8:d2:05:78:84:09:01:e8:9d:c2:9e:b5:83:bd:8a:3a:e4:94: 
           62:ed:92:e0:be:ea:d2:59:5b:c7:c3:61:35:dc:a9:98:9d:80: 
           1c:2a:f7:23:9b:fe:ad:6f:16:7e:22:09:9a:79:8f:44:69:89: 
           2a:78:ae:92:a4:32:46:8d:76:ee:68:25:63:5c:bd:41:a5:5a: 
           57:18:d7:71:35:85:5c:cd:20:28:c6:d5:59:88:47:c9:36:44: 
           53:55:28:4d:6b:f8:6a:00:eb:b4:62:de:15:56:c8:9c:45:d7: 
           83:83:07:21:84:b4:eb:0b:23:f2:61:dd:95:03:02:df:0d:0f: 
           97:32:e0:9d:38:de:7c:15:e4:36:66:7a:18:da:ce:a3:34:94: 
           58:a6:5d:5c:04:90:35:f1:8b:55:a9:3c:dd:72:a2:d7:5f:73: 
           5a:2c:88:85 
   

Note

CRL は、それを参照する証明書が発行されて初めて Amazon S3 に登録されます。それ以前
は、Amazon S3 バケットには 1acm-pca-permission-test-key つのファイルしか表示され
ていませんでした。

Amazon S3 の CRL のアクセスポリシー
CRL を作成する場合は、保存する Amazon S3 バケットを準備する必要があります。 AWS Private CA指定
した Amazon S3 バケットに CRL を自動的に登録し、定期的に更新します。詳細については、「バケット
の作成?」を参照してください。

S3 バケットは、アタッチされたアクセス権限ポリシーで保護されている必要があります。権限のあるユー
ザーとサービスプリンシパルには、AWS Private CAGetバケットへのオブジェクトの配置を許可する権
限と、オブジェクトを取得する権限が必要ですPut。CA を作成するコンソール手順で (p. 76)、AWS 
Private CA新しいバケットを作成してデフォルトのアクセス権限ポリシーを適用するように選択できま
す。

デフォルトのポリシーでは、CASourceArn に制限は適用されません。以下に示す制限の少ないポリシー
を手動で適用することをお勧めします。このポリシーでは、AWS特定のアカウントと特定のプライベート 
CA の両方へのアクセスを制限します。詳細については、Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリ
シーの追加を参照してください。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
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         }, 
         "Action":[ 
            "s3:PutObject", 
            "s3:PutObjectAcl", 
            "s3:GetBucketAcl", 
            "s3:GetBucketLocation" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"account", 
               "aws:SourceArn":"arn:partition:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

デフォルトポリシーを許可することを選択した場合は、後からいつでも変更できます。

S3 のブロックパブリックアクセス (BPA) 機能を有効にする
新しい Amazon S3 バケットは、デフォルトでパブリックアクセスをブロック (BPA) 機能が有効になって
いる状態で設定されます。Amazon S3 のセキュリティベストプラクティスに含まれる BPA は、お客様が 
S3 バケット内のオブジェクトやバケット全体へのアクセスを微調整するために使用できる一連のアクセス
制御です。BPA がアクティブで正しく設定されている場合、AWS承認され認証されたユーザーのみがバ
ケットとその内容にアクセスできます。

AWS機密情報が潜在的な攻撃者に公開されないように、すべての S3 バケットに BPA を使用することを
推奨しています。ただし、PKI クライアントが (AWSアカウントにログインしていない状態で) パブリッ
クインターネット経由で CRL を取得する場合は、追加の計画が必要です。このセクションでは、Amazon 
CloudFront（コンテンツ配信ネットワーク（CDN）を使用してプライベート PKI ソリューションを設定し
て、S3 バケットへの認証されたクライアントアクセスを必要とせずに CRL を提供する方法について説明
します。

Note

使用すると CloudFront 、AWSアカウントに追加費用が発生します。詳細については、Amazon 
CloudFront 料金表をご覧ください。
CRL を BPA が有効な S3 バケットに保存することを選択し、 CloudFront使用しない場合は、別
の CDN ソリューションを構築して、PKI クライアントが CRL にアクセスできるようにする必要
があります。

BPA を使用した Amazon S3 のセットアップ
S3 では、通常どおり CRL 用の新しいバケットを作成し、そのバケットで BPA を有効にします。

CRL へのパブリックアクセスをブロックする Amazon S3 バケットを設定するには

1. バケットの作成の手順に従って、新しい S3 バケットを作成します。手順中に、[すべての公開アクセ
スをブロックする] オプションを選択します。

詳細については、Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロックを参照してください。
2. バケットが作成されたら、リストから名前を選択し、「権限」タブに移動し、「オブジェクト所有

権」セクションで「編集」を選択し、「バケット所有者優先」を選択します。
3. また、「権限」タブで、の説明に従ってバケットに IAM ポリシーを追加しますAmazon S3 の CRL の

アクセスポリシー  (p. 63)。
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BPA CloudFront 用のセットアップ

プライベート S3 バケットにアクセスでき、認証されていないクライアントに CRL CloudFront を提供でき
るディストリビューションを作成します。

CRL CloudFront のディストリビューションを設定するには

1. Amazon CloudFront 開発者ガイドの「 CloudFront ディストリビューションの作成」の手順に従って
新しいディストリビューションを作成します。

手順を完了したら、次の設定を適用します。

• [オリジンドメイン名] で、S3 バケットを選択します。
• [バケットアクセスを制限] で [はい] を選択します。
• [オリジンアクセスアイデンティティ] に [新しい ID の作成] を選択します。
• 「バケットへの読み取り権限の付与」で「はい、バケットポリシーを更新」を選択します。

Note

この手順では、 CloudFront バケットオブジェクトにアクセスできるようにバケットポリ
シーを変更します。このポリシーを編集して、crlフォルダー内のオブジェクトにのみア
クセスを許可することを検討してください。

2. ディストリビューションが初期化されたら、 CloudFront コンソールでそのドメイン名を見つけて保存
し、次の手順に進みます。

Note

S3 バケットが us-east-1 以外のリージョンで新しく作成された場合、公開アプリケーション
に経由でアクセスすると、HTTP 307 の一時リダイレクトエラーが発生する可能性がありま
す CloudFront。バケットのアドレスが伝わるまでに数時間かかる場合があります。

BPA 用の CA を設定する

新しい CA を設定する際には、 CloudFrontディストリビューションにエイリアスを含めてください。

CA に CNAME を設定するには CloudFront

• を使用して CA を作成しますCA (CLI) を作成するための手順  (p. 80)。

手順を実行するときは、非公開の CRL オブジェクトを指定し、のディストリビューションエンドポイ
ントへの URL を提供するために、revoke_config.txt取り消しファイルに次の行を含める必要が
あります CloudFront。

"S3ObjectAcl":"BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL", 
 "CustomCname":"abcdef012345.cloudfront.net"

その後、この CA で証明書を発行すると、次のようなブロックが含まれます。

X509v3 CRL Distribution Points:  
 Full Name: 
 URI:http://abcdef012345.cloudfront.net/crl/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef.crl

Note

この CA によって発行された古い証明書がある場合、その CA は CRL にアクセスできません。
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CRL の暗号化
オプションで、CRL を含む Amazon S3 バケットの暗号化を設定できます。 AWS Private CAAmazon S3 
のアセットの暗号化モードを 2 種類サポートしています。

• Amazon S3 が管理する AES-256 キーを使用したサーバー側の自動暗号化。
• AWS Key Management Service暗号化はお客様が管理し、AWS KMS keyお客様の仕様に合わせて構成し

ます。

Note

AWS Private CAS3 によって自動的に生成されたデフォルトの KMS キーの使用はサポートされて
いません。

次の手順では、各暗号化オプションを設定する方法について説明します。

自動暗号化を設定するには

S3 サーバー側の暗号化を有効にするには、以下のステップを実行します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケット] テーブルで、AWS Private CA アセットを保持するバケットを選択します。
3. バケットのページで、[プロパティ] タブを選択します。
4. [デフォルト暗号化] カードを選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択します。
6. Amazon S3 キー (SSE-S3) を選択します。
7. [Save Changes] (変更を保存する) を選択します。

カスタム暗号化を設定するには

カスタムキーを使用した暗号化を使用する前に、以下の手順を完了します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケット] テーブルで、AWS Private CA アセットを保持するバケットを選択します。
3. バケットのページで、[プロパティ] タブを選択します。
4. [デフォルト暗号化] カードを選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択します。
6. AWS Key Management Service キー (SSE-KMS) を選択します。
7. [AWS KMS キーから選択] または [AWS KMS キーの ARN を入力してください] のいずれかを選択しま

す。
8. [Save Changes] (変更を保存する) を選択します。
9. (オプション) KMS キーをまだお持ちでない場合は、次のAWS CLI create-key コマンドを使用して作

成してください。

$ aws kms create-key

出力には、KMS キーのキー ID と Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。以下に出力例を示し
ます。

{ 
    "KeyMetadata": { 
        "KeyId": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", 
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        "Description": "", 
        "Enabled": true, 
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT", 
        "KeyState": "Enabled", 
        "CreationDate": 1478910250.94, 
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef", 
        "AWSAccountId": "123456789012" 
    }
}

10. 以下の手順を使用して、AWS Private CAサービスプリンシパルに KMS キーを使用するアクセス権
限を付与します。デフォルトでは、すべての KMS キーはプライベートです。KMS キーを使用して
データを暗号化および復号できるのは、リソース所有者のみです。ただし、リソース所有者は、他の
ユーザーとリソースに KMS キーへのアクセス権限を付与することができます。サービスプリンシパ
ルは、KMS キーが保存されているのと同じリージョンにある必要があります。

a. まず、policy.jsonget-key-policy次のコマンドを使用して、KMS キー用のデフォルトポリシー
をとして保存します。

$ aws kms get-key-policy --key-id key-id --policy-name default --output text > ./
policy.json

b. テキストエディタで policy.json ファイルを開きます。次のポリシーステートメントのいずれ
かを選択し、既存のポリシーに追加します。

Amazon S3 バケットキーが有効になっている場合は、次のステートメントを使用してください。

{ 
   "Sid":"Allow ACM-PCA use of the key", 
   "Effect":"Allow", 
   "Principal":{ 
      "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
   }, 
   "Action":[ 
      "kms:GenerateDataKey", 
      "kms:Decrypt" 
   ], 
   "Resource":"*", 
   "Condition":{ 
      "StringLike":{ 
         "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":"arn:aws:s3:::bucket-name" 
      } 
   }
}

Amazon S3 バケットキーが無効になっている場合は、次のステートメントを使用してください。

{ 
   "Sid":"Allow ACM-PCA use of the key", 
   "Effect":"Allow", 
   "Principal":{ 
      "Service":"acm-pca.amazonaws.com" 
   }, 
   "Action":[ 
      "kms:GenerateDataKey", 
      "kms:Decrypt" 
   ], 
   "Resource":"*", 
   "Condition":{ 
      "StringLike":{ 
         "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[ 
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            "arn:aws:s3:::bucket-name/acm-pca-permission-test-key", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/acm-pca-permission-test-key-private", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/audit-report/*", 
            "arn:aws:s3:::bucket-name/crl/*" 
         ] 
      } 
   }
}

c. 最後に、put-key-policy次のコマンドを使用して更新されたポリシーを適用します。

$ aws kms put-key-policy --key-id key_id --policy-name default --policy file://
policy.json

AWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設定
Note

このトピックは、ブランディングやその他の目的で OCSP レスポンダーエンドポイントのパ
ブリック URL をカスタマイズしたいお客様を対象としています。AWS Private CAマネージ
ド OCSP のデフォルト構成を使用する予定の場合は、このトピックを飛ばして、「失効の設
定 (p. 77)」の設定手順に従ってください。

デフォルトでは、OCSP を有効にするとAWS Private CA、発行する各証明書にはAWS OCSP レスポン
ダーの URL が含まれます。これにより、暗号的に安全な接続を要求するクライアントは、OCSP 検証
クエリを直接に送信できますAWS。ただし、場合によっては、最終的にに OCSP クエリを送信する一方
で、証明書に別の URL を記載したほうがよい場合もありますAWS。

Note

OCSP の代替または補足として証明書失効リスト (CRL) を使用する方法については、「失効の設
定」と「証明書失効リスト (p. 77) (CRL) の計画 (p. 62)」を参照してください。

OCSP のカスタム URL を設定するには、3 つの要素が必要です。

• CA 設定 — で説明されているように、ご使用の CA のカスタム OCSP URL

この例では、失効ファイルによってカスタマイズされた OCSP サポートが有効になりま
す。OcspCustomCnameこのパラメーターの値には完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用し
ます。

このフィールドに FQDN を入力すると、AWS OCSPAWS Private CA レスポンダのデフォ
ルト URL の代わりに、発行された各証明書の認証局情報アクセス拡張に FQDN が挿入さ
れます。エンドポイントは、カスタム FQDN を含む証明書を受け取ると、そのアドレス
に OCSP 応答を問い合わせます。このメカニズムが機能するためには、さらに2つのアク
ションを実行する必要があります。

• プロキシサーバーを使用して、カスタム FQDN に到達したトラフィックをAWS OCSP 
レスポンダーに転送します。

• 対応する CNAME レコードを DNS データベースに追加します。
Tip

カスタム CNAME を使用した完全な OCSP ソリューションの実装に関する
詳細は、を参照してくださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設
定 (p. 68)。
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たとえば、Amazon Route 53 に表示されるような、カスタマイズされた OCSP の 
CNAME レコードを次に示します。
alternative.example.comCNAME シンプル - proxy.example.com

レコード名 タイプ ルーティングポ
リシー

差別化要因 値/トラフィッ
クのルーティン
グ先

Note

CNAME の値には、「htt://」や「htt://」や「htt://」や「httや「や「や「や「や
「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「

ファイル:OCSP 用の revoke_config.txt

{ 

   "OcspConfiguration":{ 

      "Enabled":true, 

      "OcspCustomCname":"alternative.example.com" 

   }

}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 

 --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 

 --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 

 --certificate-authority-type "ROOT" \ 

 --idempotency-token 01234567 \ 

 --tags Key=Name,Value=MyPCA-3

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 

    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-

authority/CA_ID"

}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 

      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-

pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" \ 

      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

"RevocationConfiguration": { 

   ... 

   "OcspConfiguration": { 

      "Enabled": true, 

      "OcspCustomCname": "alternative.example.com" 

   } 

   ...
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}

 (p. 82) をで指定しますCA (CLI) を作成するための手順  (p. 80)。RevocationConfiguration

• DNS — CNAME レコードをドメイン設定に追加して、証明書に表示される URL をプロキシサーバー 
URL にマッピングします。詳細については、「」の

この例では、失効ファイルによってカスタマイズされた OCSP サポートが有効になりま
す。OcspCustomCnameこのパラメーターの値には完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用し
ます。

このフィールドに FQDN を入力すると、AWS OCSPAWS Private CA レスポンダのデフォ
ルト URL の代わりに、発行された各証明書の認証局情報アクセス拡張に FQDN が挿入さ
れます。エンドポイントは、カスタム FQDN を含む証明書を受け取ると、そのアドレス
に OCSP 応答を問い合わせます。このメカニズムが機能するためには、さらに2つのアク
ションを実行する必要があります。

• プロキシサーバーを使用して、カスタム FQDN に到達したトラフィックをAWS OCSP 
レスポンダーに転送します。

• 対応する CNAME レコードを DNS データベースに追加します。
Tip

カスタム CNAME を使用した完全な OCSP ソリューションの実装に関する
詳細は、を参照してくださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設
定 (p. 68)。

たとえば、Amazon Route 53 に表示されるような、カスタマイズされた OCSP の 
CNAME レコードを次に示します。
alternative.example.comCNAME シンプル - proxy.example.com

レコード名 タイプ ルーティングポ
リシー

差別化要因 値/トラフィッ
クのルーティン
グ先

Note

CNAME の値には、「htt://」や「htt://」や「htt://」や「httや「や「や「や「や
「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「や「

ファイル:OCSP 用の revoke_config.txt

{ 

   "OcspConfiguration":{ 

      "Enabled":true, 

      "OcspCustomCname":"alternative.example.com" 

   }

}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 

 --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 

 --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 

 --certificate-authority-type "ROOT" \ 
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 --idempotency-token 01234567 \ 

 --tags Key=Name,Value=MyPCA-3

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 

    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-

authority/CA_ID"

}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 

      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-

pca:region:account:certificate-authority/CA_ID" \ 

      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

"RevocationConfiguration": { 

   ... 

   "OcspConfiguration": { 

      "Enabled": true, 

      "OcspCustomCname": "alternative.example.com" 

   } 

   ...

}

 (p. 82) を参照してください。
• 転送プロキシサーバー — 受信した OCSP トラフィックをAWS OCSP レスポンダーに透過的に転送でき

るプロキシサーバーを設定します。

次の図は、これらの要素がどのように連携するかを示しています。
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図に示されているように、カスタマイズされた OCSP 検証プロセスには次の手順が含まれます。

1. クライアントは、ターゲットドメインの DNS に問い合わせます。
2. クライアントはターゲット IP を受信します。
3. クライアントはターゲットとの TCP 接続を開きます。
4. クライアントはターゲット TLS 証明書を受け取ります。
5. クライアントは、証明書に記載されている OCSP ドメインについて DNS に問い合わせます。
6. クライアントはプロキシ IP を受信します。
7. クライアントは OCSP クエリをプロキシに送信します。
8. プロキシはクエリを OCSP レスポンダに転送します。
9. レスポンダーは証明書のステータスをプロキシに返します。
10.プロキシは証明書のステータスをクライアントに転送します。
11.証明書が有効な場合、クライアントは TLS ハンドシェイクを開始します。

Tip

この例は、前述のように CA を設定した後に Amazon CloudFront と Amazon Route 53 を使用し
て実装できます。

1. で CloudFront、ディストリビューションを作成し、次のように設定します。
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• カスタム CNAME に一致する代替名を作成します。
• 証明書をそれにバインドしてください。
• ocsp.acm-pca を設定します。 <region>.amazonaws.com がオリジンです。
• Managed-CachingDisabledポリシーを適用してください。
• ビューアープロトコルポリシーを HTTP と HTTPS に設定します。
• 許可された HTTP メソッド (GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE] に設定

します。
2. Route 53 で、カスタム CNAME CloudFront をディストリビューションの URL にマッピングす

る DNS レコードを作成します。

認証機関モード
AWS Private CAは、2 つのモードのいずれかでの CA の作成をサポートします。GENERAL_PURPOSE 
モードと SHORT_LIVED_CERTIFICATE モードは、CA が発行する証明書の許容有効期間に影響します。

Note

AWS Private CAルート CA 証明書の有効性チェックは行いません。

一般用途 (デフォルト)
このモードでは、CA は任意の有効期間の証明書を発行できます。ほとんどのアプリケーションはこのタ
イプの証明書を使用します。通常、CA は失効メカニズムも指定します。

SHORT_LIVED_CERTIFICATE
このモードは、最大有効期間が 7 日間の証明書を独占的に発行する CA を定義します。これらの有効期限
の短い証明書はすぐに期限切れになるため、失効メカニズムを設定しなくてもデプロイできます。一部の
アプリケーションでは、失効によるネットワークと処理のオーバーヘッドを発生させるよりも、有効期間
の短い証明書を頻繁にデプロイする方が理にかなっています。

SHORT_LIVED_CERTIFICATE モードの CA は、汎用 CA よりもコストが低くなります。詳細について
は、「AWS Private Certificate Authority価格」を参照してください。

有効期限の短い証明書を発行する CA を作成するには、CA を作成するための AWS 
CLIUsageMode (p. 80) プロシージャを使用してパラメータを SHORT_LIVED_CERTIFICATE に設定し
ます。

Note

AWS Certificate Manager短期間モードのプライベート CA によって署名された証明書を発行する
ことはできません。

有効期限の短い証明書の使用は、AWS次のサービスでサポートされています。

• アマゾン AppStream

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

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。

冗長性と災害復旧
CA 階層を計画する際は、冗長性と DR を考慮してください。 AWS Private CAは複数のリージョンで利用
できるため、複数のリージョンで冗長な CA を作成できます。この AWS Private CA サービスは、99.9% 
の可用性の サービスレベルアグリーメント (SLA) で動作します。冗長性と災害対策には、少なくとも 2 
つのアプローチを検討できます。冗長性は、ルート CA または最上位の下位 CA で設定できます。各アプ
ローチには長所と短所があります。

1. 冗長性と災害対策のために、2 つの異なる AWS リージョンに 2 つのルート CA を作成できます。この
設定では、各ルート CA は AWS リージョン内で独立して動作し、単一リージョンで障害が発生した場
合にユーザーを保護します。ただし、冗長ルート CA を作成すると、運用が複雑になります。両方の
ルート CA 証明書を、使用している環境内のブラウザとオペレーティングシステムのトラストストアに
配布する必要があります。

2. また、冗長な下位 CAAWS を作成して各リージョンにデプロイし、それらを 1AWS つのリージョンの
同じ固有のルート CA にチェーンすることもできます。このアプローチの利点は、1 つのルート CA 証
明書のみを環境内の信頼ストアに配布する必要があることです。制限事項は、ルート CA が存在する 
AWS リージョンに影響する障害が発生した場合に、冗長ルート CA がないことです。
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プライベート CA 管理
を使用するとAWS Private CA、組織が内部で使用するために、ルート認証局 (CA) と下位認証局 (CA)AWS 
の完全にがホストする階層を作成できます。証明書失効を管理するには、オンライン証明書ステータスプ
ロトコル (OCSP)、証明書失効リスト (CRL)、またはその両方を有効にできます。 AWS Private CACA 証
明書、CRL、および OCSP レスポンスを保存および管理し、ルート権限の秘密鍵はによって安全に保管さ
れますAWS。

Note

の OCSP 実装は OCSPAWS Private CA リクエスト拡張をサポートしていません。複数の証明書
を含む OCSP バッチクエリを送信すると、AWS OCSP レスポンダはキュー内の最初の証明書の
みを処理し、他の証明書を削除します。取り消しが OCSP 応答に表示されるまでに最大 1 時間か
かる場合があります。

AWS Private CA は、AWS Management Console、AWS CLI AWS Private CA API を使用してアクセス
できます。次のトピックでは、コンソールおよび CLI を使用する方法を示します。API の詳細について
は、AWS Private Certificate AuthorityAPI リファレンスを参照してください。API の使用方法を示す Java 
の例については、「AWS Private CAAPI の使用 (Java の例) (p. 165)」を参照してください。

トピック
• プライベート CA の作成 (p. 75)
• CA 証明書の作成とインストール (p. 87)
• プライベート CA へのアクセスの制御 (p. 95)
• プライベート CA のリスト (p. 99)
• プライベート CA の表示 (p. 101)
• プライベート CA のタグ管理 (p. 102)
• プライベート CA の更新 (p. 104)
• プライベート CA の削除 (p. 115)
• プライベート CA の復元 (p. 116)

プライベート CA の作成
このセクションの手順に従って、ルート CA または下位 CA を作成できます。これにより、組織のニー
ズに合った信頼関係の監査可能な階層を作成できます。、の PCA 部分AWS Management ConsoleAWS 
CLI、またはを使用して CA を作成できますAWS CloudFormation。

すでに作成した CA の設定を更新する方法については、を参照してくださいプライベート CA の更
新 (p. 104)。

CA を使用してユーザー、デバイス、およびアプリケーションのエンドエンティティ証明書に署名する方
法については、を参照してくださいプライベート・エンド・エンティティ証明書の発行 (p. 119)。

Note

アカウントを作成した時点で、各プライベート CA の月額料金が課金されます。
AWS Private CA最新の価格情報については、「AWS Private Certificate Authority価格」を参照し
てください。AWS価格計算ツールを使って費用を見積もることもできます。

トピック
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• CA (コンソール) の作成手順 (p. 76)
• CA (CLI) を作成するための手順  (p. 80)
• CAAWS CloudFormation の作成に使用する (p. 87)

CA (コンソール) の作成手順
を使用してプライベート CA を作成するには、次の手順に従いますAWS Management Console。

コンソールの使用を開始するには

AWS アカウントにサインインし、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/home  の AWS 
Private CA コンソールを開きます。

• プライベート CA がないリージョンでコンソールを開く場合は、紹介ページが表示されます。[プライ
ベート CA の作成] を選択します。

• CA をすでに作成しているリージョンでコンソールを開くと、プライベート認証局ページが開き、CA の
リストが表示されます。「CA を作成」 を選択します。

モードオプション
コンソールの「モードオプション」セクションで、CA が発行する証明書の有効期限モードを選択しま
す。

• 汎用 — 任意の有効期限で設定できる証明書を発行します。これがデフォルトです。
• 有効期間が短い証明書 — 最大有効期間が 7 日間の証明書を発行します。有効期間を短くすると、失効

メカニズムの代わりになる場合があります。

CA タイプオプション
コンソールの「タイプオプション」セクションで、作成するプライベート認証局のタイプを選択します。

• Root を選択すると、新しい CA 階層が確立されます。この CA は、自己署名証明書によって認証されて
います。階層内の他の CA やエンドエンティティ証明書の最終的な署名機関として機能します。

• 「下位」を選択すると CA が作成され、その証明書には階層内の上位の親 CA による署名が必要です。
下位CAは通常、他の下位CAを作成したり、ユーザー、コンピューター、およびアプリケーションにエ
ンドエンティティ証明書を発行したりするために使用されます。

Note

AWS Private CAは、下位 CA の親 CA もホストしている場合に自動署名プロセスを提供します
AWS Private CA。使用する親 CA を選択するだけです。
下位 CA には、外部のトラストサービスプロバイダによる署名が必要な場合があります。その
場合は、証明書署名リクエスト (CSR)AWS Private CA が提供されます。このリクエストをダウ
ンロードして、署名付き CA 証明書を取得するために使用する必要があります。詳細について
は、「外部の親CAによって署名された下位CA証明書のインストール (p. 94)」を参照してく
ださい。

サブジェクト識別名オプション
[サブジェクト識別名オプション] で、プライベート CA のサブジェクト名を設定します。以下のオプショ
ンのうち、少なくとも 1 つは値を入力する必要があります。

• 組織 (O) — たとえば、会社名
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• 組織単位 (OU) — たとえば、企業内の部門
• 国名 (C) — 2 文字の国コード
• 州または都道府県名 — 州または都道府県のフルネーム
• 地域名 — 都市の名前
• コモンネーム (CN) — 完全修飾ドメイン名 (FQDN)

Note

発行時に ApiPassThrough テンプレートを適用することで、証明書のサブジェクト名をさらにカ
スタマイズできます。詳細と詳細な例については、「」を参照してくださいApiPassThrough テン
プレートを使用して、カスタムサブジェクト名で証明書を発行します。 (p. 121)。

裏付けとなる証明書は自己署名であるため、プライベート CA に提供するサブジェクト情報は、パブリッ
ク CA に含まれる情報よりも少ない可能性があります。サブジェクト識別名を構成する各値の詳細につい
ては、RFC 5280 を参照してください。

主要なアルゴリズムオプション
[キーアルゴリズムオプション] で、キーアルゴリズムとキーのビットサイズを選択します。デフォルト値
は、2048 ビットのキー長の RSA アルゴリズムです。次のアルゴリズムから選択できます。

• RSA 2048
• RSA 4096
• ECDSA P256
• ECDSA P384

証明書失効オプション
[証明書失効オプション] では、証明書を使用するクライアントと失効ステータスを共有する方法を 2 つか
ら選択できます。

• CRL 配布を有効にする
• OCSP をオンにする

CA には、これらの取り消しオプションのどちらか、または両方を設定することも、両方を設定する
こともできます。オプションですが、ベストプラクティスとして管理された取り消しをお勧めしま
す (p. 278)。このステップを完了する前に、各方法の利点、必要となる可能性のある事前設定、証明書失
効方法の設定 (p. 60)および追加の失効機能に関する情報を参照してください。

Note

失効を設定せずに CA を作成した場合は、後からいつでも設定できます。詳細については、「プ
ライベート CA の更新 (p. 104)」を参照してください。

CRL を設定するには

1. [証明書失効オプション] で、[CRL 配布を有効にする] を選択します。
2. CRL エントリ用 Amazon S3 バケットを作成するには、[新しい S3 バケットを作成] を選択し、固有の

バケット名を入力します。(バケットへのパスを含める必要はありません)。それ以外の場合は、S3 バ
ケット URI で、リストから既存のバケットを選択します。

新しいバケットを作成した場合は、AWS Private CA必要なアクセスポリシーをそのバケットにアタッ
チします (p. 63)。既存のバケットを指定した場合は、CRL の生成を開始する前に、そのバケットにポ
リシーを手動でアタッチする必要があります。で説明されているポリシーパターンのいずれかを使用
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してくださいAmazon S3 の CRL のアクセスポリシー  (p. 63)。詳細については、「Amazon S3 コン
ソールを使用したバケットポリシーの追加」を参照してください。

Note

AWS Private CAコンソールを使用しているときに、次の両方の条件に当てはまる場合、CA 
を作成しようとすると失敗します。

• S3 バケットまたはアカウントにパブリックアクセスをブロックする設定を適用していま
す。

• S3AWS Private CA バケットを自動的に作成するように要求しました。

この場合、コンソールはデフォルトでパブリックにアクセス可能なバケットを作成しようと
しますが、Amazon S3 はこのアクションを拒否します。この場合は、Amazon S3 の設定を
確認してください。詳細については、「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブ
ロック」を参照してください。

3. その他の構成オプションについては、CRL 設定を拡張してください。

• カスタム CRL 名を追加して Amazon S3 バケットのエイリアスを作成します。この名前は、RFC 
5280 で定義されている「CRL ディストリビューションポイント」エクステンションの CA が発行
した証明書に含まれています。

• CRL の有効期間を日単位で入力します。デフォルト値は 7 日です。オンライン CRL の場合、有効
期間は 2 ～ 7 日間が一般的です。 AWS Private CA指定された期間の中間点で CRL を再生成しよう
とします。

4. バケットバージョニングとバケットアクセスロギングのオプション設定については、S3 設定を拡張し
てください。

OCSP を設定するには

1. [証明書失効オプション] で、[OCSP を有効にする] を選択します。
2. 「カスタム OCSP エンドポイント -オプション」フィールドでは、Amazon OCSP 以外のエンドポイ

ントの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力できます。

このフィールドに FQDN を入力すると、AWS OCSPAWS Private CA レスポンダのデフォルト URL 
の代わりに、発行された各証明書の認証局情報アクセス拡張に FQDN が挿入されます。エンドポイン
トは、カスタム FQDN を含む証明書を受け取ると、そのアドレスに OCSP 応答を問い合わせます。
このメカニズムが機能するためには、さらに2つのアクションを実行する必要があります。

• プロキシサーバーを使用して、カスタム FQDN に到達したトラフィックをAWS OCSP レスポン
ダーに転送します。

• 対応する CNAME レコードを DNS データベースに追加します。

Tip

カスタム CNAME を使用した完全な OCSP ソリューションの実装に関する詳細は、を参照し
てくださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設定 (p. 68)。

たとえば、Amazon Route 53 に表示されるような、カスタマイズされた OCSP の CNAME レコード
を次に示します。

レコード名 タイプ ルーティングポリ
シー

差別化要因 値/トラフィック
のルーティング先

alternative.example.comCNAME シンプル - proxy.example.com
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Note

CNAME の値には、「htt://」や「htt://」や「htt://」や「httや「や「や「や「や「や「や「や
「や「や「や「や「や「や「や「や「や「

タグを追加する
[タグの追加] で、オプションで CA にタグを付けることができます。タグとは、AWS リソースを識別お
よび整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペアのことを指します。AWS Private CA タグ
パラメータのリスト、およびCA 作成後にタグを追加する方法については、「プライベート CA のタグ管
理 (p. 102)」を参照してください。

Note

作成中にプライベート CA にタグをアタッチするには、CA 管理者が最初にインライン 
IAMCreateCertificateAuthority ポリシーをアクションに関連付け、タグ付けを明示的に許
可する必要があります。詳細については、「作成時に CA にタグをアタッチする (p. 17)」を参照
してください。

CA アクセス許可オプション
CA 権限オプションでは、AWS Certificate Managerオプションで自動更新権限をサービスプリンシパル
に委任できます。ACM は、この権限が付与されている場合にのみ、この CA によって生成されたプライ
ベートエンドエンティティ証明書を自動的に更新できます。AWS Private CACreatePermissionAPI または
create-permissions CLI コマンドを使用して、いつでも更新権限を割り当てることができます。

デフォルトでは、これらのアクセス許可が有効になっています。

Note

AWS Certificate Manager有効期間の短い証明書の自動更新はサポートしていません。

料金
「価格設定」で、プライベート CA の価格を理解していることを確認します。

Note

AWS Private CA最新の価格情報については、「AWS Private Certificate Authority価格」を参照し
てください。AWS価格計算ツールを使って費用を見積もることもできます。

CA を作成する
入力したすべての情報が正確であることを確認したら、[Create CA] を選択します。CA の詳細ページが開
き、ステータスが [保留中の証明書] と表示されます。

Note

詳細ページで、[アクション]、[CA 証明書のインストール] を選択して CA の設定を完了すること
も、後で [プライベート認証局] リストに戻って、該当するインストール手順を完了することもで
きます。

• ルート CA 証明書のインストール (p. 88)
• がホストする下位 CA 証明書のインストールAWS Private CA (p. 93)
• 外部の親CAによって署名された下位CA証明書のインストール (p. 94)
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CA (CLI) を作成するための手順
[create-certificate-authority] コマンドを使用して、プライベート CA を作成します。CA 設定 (アルゴリズム
とサブジェクト名情報を含む)、取り消し設定 (OCSP または CRL を使用する予定の場合)、および CA タ
イプ (ルートまたは下位) を指定する必要があります。構成と失効構成の詳細は、コマンドの引数として指
定する 2 つのファイルに含まれています。オプションで、CA 使用モードの設定 (標準証明書または短期証
明書の発行用)、タグの添付、等価トークンの提供も可能です。

CRL を設定する場合、create-certificate-authorityコマンドを発行する前に、セキュリティで保護された 
Amazon S3 バケットを用意しておく必要があります。詳細については、「Amazon S3 の CRL のアクセス
ポリシー  (p. 63)」を参照してください。

CA 設定ファイルは、以下の情報を指定します。

• アルゴリズムの名前
• CA プライベートキーの作成に使用されるキーサイズ
• CA が署名に使用する署名アルゴリズムのタイプ
• X.500 件名情報

OCSP の失効設定では、OcspConfiguration次の情報を含むオブジェクトを定義します。

• Enabledフラグは「true」に設定されています。
• (オプション) の値として宣言されたカスタム CNAMEOcspCustomCname。

CRL の失効設定では、CrlConfiguration次の情報を含むオブジェクトを定義します。

• Enabledフラグは「true」に設定されています。
• CRL の有効期限 (日単位) (CRL の有効期間)。
• Amazon S3 バケット。
• （オプション）CRL S3ObjectAclがパブリックにアクセス可能かどうかを決定する値。ここで紹介す

る例では、パブリックアクセスはブロックされています。詳細については、「S3 のブロックパブリック
アクセス (BPA) 機能を有効にする (p. 64)」を参照してください。

• (オプション) CA が発行する証明書に含まれる S3 バケットの CNAME エイリアス。CRL が一般にアク
セスできない場合は、Amazon などの配布メカニズムを指します CloudFront。

Note

OcspConfigurationオブジェクトとオブジェクトの両方を定義することで、同じ CA で両方の
取り消しメカニズムを有効にできます。CrlConfiguration--revocation-configurationパラメー
タを指定しない場合、どちらのメカニズムもデフォルトで無効になります。後で失効検証のサ
ポートが必要になった場合は、を参照してくださいCA の更新 (CLI) (p. 110)。

以下の例では、有効なデフォルトリージョン、エンドポイント、.aws認証情報を使用して設定ディレク
トリを設定していることを前提としています。AWS CLI環境の設定については、「構成と認証情報ファイ
ルの設定」を参照してください。読みやすいように、サンプルコマンドでは CA 設定と失効入力を JSON 
ファイルとして提供しています。必要に応じてサンプルファイルを変更してください。

特に明記されていない限り、ca_config.txtすべての例では次の設定ファイルを使用しています。

ファイル:ca_config.txt

{ 
   "KeyAlgorithm":"RSA_2048", 
   "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
   "Subject":{ 
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      "Country":"US", 
      "Organization":"Example Corp", 
      "OrganizationalUnit":"Sales", 
      "State":"WA", 
      "Locality":"Seattle", 
      "CommonName":"www.example.com" 
   }
}

例 1: OCSP を有効にした CA を作成する
この例では、失効ファイルによってデフォルトの OCSP サポートが有効になり、AWS Private CAレスポ
ンダーを使用して証明書のステータスをチェックします。

ファイル:OCSP 用の revoke_config.txt

{ 
   "OcspConfiguration":{ 
      "Enabled":true 
   }
}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
     --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 
     --certificate-authority-type "ROOT" \ 
     --idempotency-token 01234567 \ 
     --tags  Key=Name,Value=MyPCA

成功した場合、このコマンドは新しい CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
 "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account: 
       certificate-authority/CA_ID"

}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
 --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
 --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 
 --certificate-authority-type "ROOT" \ 
 --idempotency-token 01234567 \ 
 --tags Key=Name,Value=MyPCA-2

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
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      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

"RevocationConfiguration": { 
   ... 
   "OcspConfiguration": { 
      "Enabled": true 
   } 
   ...
}

例 2: OCSP とカスタム CNAME を有効にした CA の作成
この例では、失効ファイルによってカスタマイズされた OCSP サポートが有効になりま
す。OcspCustomCnameこのパラメーターの値には完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用します。

このフィールドに FQDN を入力すると、AWS OCSPAWS Private CA レスポンダのデフォルト URL の代
わりに、発行された各証明書の認証局情報アクセス拡張に FQDN が挿入されます。エンドポイントは、カ
スタム FQDN を含む証明書を受け取ると、そのアドレスに OCSP 応答を問い合わせます。このメカニズ
ムが機能するためには、さらに2つのアクションを実行する必要があります。

• プロキシサーバーを使用して、カスタム FQDN に到達したトラフィックをAWS OCSP レスポンダーに
転送します。

• 対応する CNAME レコードを DNS データベースに追加します。

Tip

カスタム CNAME を使用した完全な OCSP ソリューションの実装に関する詳細は、を参照してく
ださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設定 (p. 68)。

たとえば、Amazon Route 53 に表示されるような、カスタマイズされた OCSP の CNAME レコードを次
に示します。

レコード名 タイプ ルーティングポリ
シー

差別化要因 値/トラフィックの
ルーティング先

alternative.example.comCNAME シンプル - proxy.example.com

Note

CNAME の値には、「htt://」や「htt://」や「htt://」や「httや「や「や「や「や「や「や「や「や
「や「や「や「や「や「や「や「や「

ファイル:OCSP 用の revoke_config.txt

{ 
   "OcspConfiguration":{ 
      "Enabled":true, 
      "OcspCustomCname":"alternative.example.com" 
   }
}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
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 --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
 --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 
 --certificate-authority-type "ROOT" \ 
 --idempotency-token 01234567 \ 
 --tags Key=Name,Value=MyPCA-3

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

"RevocationConfiguration": { 
   ... 
   "OcspConfiguration": { 
      "Enabled": true, 
      "OcspCustomCname": "alternative.example.com" 
   } 
   ...
}

例 3: CRL がアタッチされた CA を作成する
この例では、失効設定で CRL パラメータが定義されています。

ファイル:revoke_config.txt

{ 
   "CrlConfiguration":{ 
      "Enabled":true, 
      "ExpirationInDays":7, 
      "S3BucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
   }
}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
      --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 
      --certificate-authority-type "ROOT" \ 
      --idempotency-token 01234567 \ 
      --tags Key=Name,Value=MyPCA-1

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
}
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次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

"RevocationConfiguration": { 
   ... 
   "CrlConfiguration": { 
      "Enabled": true, 
      "ExpirationInDays": 7, 
      "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
   }, 
   ...
}

例 4: CRL が添付され、カスタム CNAME が有効になっている 
CA を作成する
この例では、失効設定はカスタム CNAME を含む CRL パラメータを定義します。

ファイル:revoke_config.txt

{ 
   "CrlConfiguration":{ 
      "Enabled":true, 
      "ExpirationInDays":7, 
      "CustomCname": "alternative.example.com", 
      "S3BucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
   }
}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
      --revocation-configuration file://revoke_config.txt \ 
      --certificate-authority-type "ROOT" \ 
      --idempotency-token 01234567 \ 
      --tags Key=Name,Value=MyPCA-1

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。
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"RevocationConfiguration": { 
   ... 
   "CrlConfiguration": { 
      "Enabled": true, 
      "ExpirationInDays": 7, 
      "CustomCname": "alternative.example.com", 
      "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
   ... 
   }
}

例 5: CA を作成して使用モードを指定する
この例では、CA の作成時に CA 使用モードが指定されます。指定しない場合、使用モード
パラメータはデフォルトで GENERAL_PURPOSE になります。この例では、パラメータが 
SHORT_LIVED_CERTIFICATE に設定されています。つまり、CA は最大有効期間が 7 日間の証明書を発
行することになります。失効を設定するのが面倒な状況では、有効期間が短い証明書が漏洩しても、通常
の操作の一部としてすぐに期限切れになります。そのため、この例の CA には失効メカニズムがありませ
ん。

Note

AWS Private CAルート CA 証明書の有効性チェックは行いません。

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \ 
      --certificate-authority-type "ROOT" \ 
      --usage-mode SHORT_LIVED_CERTIFICATE \ 
      --tags  Key=usageMode,Value=SHORT_LIVED_CERTIFICATE

次のコマンドに示すように、describe-certificate-authorityAWS CLIのコマンドを使用して、結果の CA に関
する詳細を表示します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm:region:account:certificate-authority/CA_ID

{ 
    "CertificateAuthority":{ 
       "Arn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
       "CreatedAt":"2022-09-30T09:53:42.769000-07:00", 
       "LastStateChangeAt":"2022-09-30T09:53:43.784000-07:00", 
       "Type":"ROOT", 
       "UsageMode":"SHORT_LIVED_CERTIFICATE", 
       "Serial":"serial_number", 
       "Status":"PENDING_CERTIFICATE", 
       "CertificateAuthorityConfiguration":{ 
          "KeyAlgorithm":"RSA_2048", 
          "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
          "Subject":{ 
             "Country":"US", 
             "Organization":"Example Corp", 
             "OrganizationalUnit":"Sales", 
             "State":"WA", 
             "Locality":"Seattle", 
             "CommonName":"www.example.com" 
          } 
       }, 
       "RevocationConfiguration":{ 
          "CrlConfiguration":{ 
             "Enabled":false 
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          }, 
          "OcspConfiguration":{ 
             "Enabled":false 
          } 
       }, 
 ...

例 6: アクティブディレクトリログイン用の CA を作成する
Microsoft Active Directory (AD) のエンタープライズ NTAuth ストアでの使用に適したプライベート CA を
作成できます。このストアでは、カードログオン証明書またはドメインコントローラー証明書を発行で
きます。CA 証明書を AD にインポートする方法については、「サードパーティの認証局 (CA) 証明書を 
Enterprise NTAuth ストアにインポートする方法」を参照してください。

Microsoft certutil ツールを使用すると、-dspublishオプションを呼び出すことで CA 証明書を AD に公開
できます。certutil を使用して AD に発行された証明書は、フォレスト全体で信頼されます。グループポ
リシーを使用すると、信頼をフォレスト全体のサブセット (たとえば、単一のドメインやドメイン内のコ
ンピューターのグループなど) に制限することもできます。ログオンを機能させるには、発行元の CA も 
NTAuth ストアで公開されている必要があります。詳細については、「グループポリシーを使用して証明
書をクライアントコンピューターに配布する」を参照してください。

この例では、ca_config_AD.txt次の設定ファイルを使用します。

ファイル:ca_config_AD.txt

{ 
   "KeyAlgorithm":"RSA_2048", 
   "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
   "Subject":{ 
      "CustomAttributes":[ 
         { 
            "ObjectIdentifier":"2.5.4.3", 
            "Value":"root CA" 
         }, 
         { 
            "ObjectIdentifier":"0.9.2342.19200300.100.1.25", 
            "Value":"example" 
         }, 
         { 
            "ObjectIdentifier":"0.9.2342.19200300.100.1.25", 
            "Value":"com" 
         } 
      ] 
   }
}

コマンド

$ aws acm-pca create-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-configuration file://ca_config_AD.txt \ 
      --certificate-authority-type "ROOT" \ 
      --tags Key=application,Value=ActiveDirectory

成功した場合、このコマンドは CA の Amazon リソースネーム (ARN) を出力します。

{ 
    "CertificateAuthorityArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"
}

次のコマンドを使用して、CA の設定を確認します。
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$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

この説明には、次のセクションが含まれている必要があります。

...

"Subject":{ 
   "CustomAttributes":[ 
      { 
         "ObjectIdentifier":"2.5.4.3", 
         "Value":"root CA" 
      }, 
      { 
         "ObjectIdentifier":"0.9.2342.19200300.100.1.25", 
         "Value":"example" 
      }, 
      { 
         "ObjectIdentifier":"0.9.2342.19200300.100.1.25", 
         "Value":"com" 
      } 
   ]
}
...

CAAWS CloudFormation の作成に使用する
を使用してプライベート CA を作成する方法についてはAWS CloudFormation、AWS CloudFormationユー
ザーガイドの「AWS Private CAリソースタイプリファレンス」を参照してください。

CA 証明書の作成とインストール
プライベート CA 証明書を作成してインストールするには、次の手順を実行します。その後、CA を使用で
きるようになります。

AWS Private CA では、CA 証明書のインストールにおけるシナリオが 3 通りあります。

• AWS Private CA がホストしているルート CA の証明書のインストール
• 親機関が AWS Private CA にホストされている下位 CA 証明書のインストール
• 親機関が外部でホストされている下位 CA 証明書のインストール

次のセクションでは、各シナリオの手順について説明します。コンソールの手順は、コンソールページの 
[プライベート CA] から開始します。

互換性のある署名アルゴリズム
CA 証明書の署名アルゴリズムのサポートは、親 CA の署名アルゴリズムとによって異なりますAWS リー
ジョン。AWS CLIコンソールとオペレーションの両方に以下の制約が適用されます。

• RSA 署名アルゴリズムを使用する親 CA は、次のアルゴリズムで証明書を発行できます。
• SHA256 ローズゴールド
• SHA384 ローザ
• SHA512 ローズゴールド
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• レガシーではAWS リージョン、EDCSA署名アルゴリズムを使用する親CAは、次のアルゴリズムで証明
書を発行できます。
• SHA256 エクセサ
• SHA384 エクセサ
• SHA512 エクセサ

AWS リージョンレガシーには以下が含まれます。

リージョン名 地理的位置

eu-north-1 欧州 (ストックホルム)

me-south-1 中東 (バーレーン)

ap-south-1 アジアパシフィック (ムンバイ)

eu-west-3 欧州 (パリ)

us-east-2 米国東部 (オハイオ)

af-south-1 アフリカ (ケープタウン)

eu-west-1 欧州 (アイルランド)

eu-central-1 欧州 (フランクフルト)

sa-east-1 南米 (サンパウロ)

ap-east-1 アジアパシフィック (香港)

us-east-1 米国東部 (バージニア北部)

ap-northeast-2 アジアパシフィック (ソウル)

eu-west-2 欧州 (ロンドン)

ap-northeast-1 アジアパシフィック (東京)

us-gov-east-1 AWS GovCloud (米国東部)

us-gov-west-1 AWS GovCloud (米国西部)

us-west-2 米国西部 (オレゴン)

us-west-1 米国西部 (北カリフォルニア)

ap-southeast-1 アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-2 アジアパシフィック (シドニー)

• レガシー以外の場合AWS リージョン、EDCSAには次のルールが適用されます。
• EC_Prime256v1 署名アルゴリズムを使用する親 CA は、ECDSA P256 を使用して証明書を発行でき

ます。
• EC_SecP384R1 署名アルゴリズムを使用する親 CA は、ECDSA P384 を使用して証明書を発行でき

ます。

ルート CA 証明書のインストール
ルート CA 証明書は、AWS Management ConsoleまたはからインストールできますAWS CLI。
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プライベートルート CA (コンソール) の証明書を作成してインストールするには

1. (オプション) CA の詳細ページにまだアクセスしていない場合は、https://console.aws.amazon.com/
acm-pca/homeAWS Private CA にあるコンソールを開きます。プライベート認証局ページで、ステー
タスが「証明書が保留中」または「アクティブ」のルート CA を選択します。

2. [アクション]、[CA 証明書のインストール] を選択して、[ルート CA 証明書のインストール] ページを
開きます。

3. [ルート CA 証明書のパラメータを指定] で、次の証明書パラメータを指定します。

• 有効性 — CA 証明書の有効期限と時間を指定します。AWS Private CA デフォルトのルート CA 証
明書の有効期間は 10 年です。

• 署名アルゴリズム — ルート CA が新しい証明書を発行するときに使用する署名アルゴリズムを指定
します。使用可能なオプションは、CAAWS リージョン を作成する場所によって異なります。詳細
については、「」互換性のある署名アルゴリズム (p. 87)サポートされている暗号化アルゴリズ
ム (p. 2)、および SigningAlgorithm「」を参照してくださいCertificateAuthorityConfiguration。
• SHA256 ローズゴールド
• SHA384 ローザ
• SHA512 ローズゴールド

設定が正しいことを確認し、[確認してインストール] を選択します。 AWS Private CACA の CSR を
エクスポートし、ルート CA 証明書テンプレートを使用して証明書を生成し (p. 131)、証明書に自己
署名します。 AWS Private CA次に、自己署名したルート CA 証明書をインポートします。

4. CA の詳細ページの上部にインストールのステータス (成功または失敗) が表示されます。インストー
ルが成功すると、新しく完了したルート CA の General ペインに Active のステータスが表示されま
す。

プライベートルート CA (AWS CLI) の証明書を作成してインストールするには

1. 証明書署名リクエスト (CSR) を生成します。

$ aws acm-pca get-certificate-authority-csr \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
     --output text \ 
     --endpoint service_endpoint \ 
     --region region > ca.csr

生成されるファイルはca.csr、base64 形式でエンコードされた PEM ファイルで、次のような外観
になります。

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC1DCCAbwCAQAwbTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoMDEV4YW1wbGUgQ29y
cDEOMAwGA1UECwwFU2FsZXMxCzAJBgNVBAgMAldBMRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhh
bXBsZS5jb20xEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDD+7eQChWUO2m6pHslI7AVSFkWvbQofKIHvbvy7wm8VO9/BuI7
LE/jrnd1jGoyI7jaMHKXPtEP3uNlCzv+oEza07OjgjqPZVehtA6a3/3vdQ1qCoD2
rXpv6VIzcq2onx2X7m+Zixwn2oY1l1ELXP7I5g0GmUStymq+pY5VARPy3vTRMjgC
JEiz8w7VvC15uIsHFAWa2/NvKyndQMPaCNft238wesV5s2cXOUS173jghIShg99o
ymf0TRUgvAGQMCXvsW07MrP5VDmBU7k/AZ9ExsUfMe2OB++fhfQWr2N7/lpC4+DP
qJTfXTEexLfRTLeLuGEaJL+c6fMyG+Yk53tZAgMBAAGgIjAgBgkqhkiG9w0BCQ4x
EzARMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAA7xxLVI5s1B
qmXMMT44y1DZtQx3RDPanMNGLGO1TmLtyqqnUH49Tla+2p7nrl0tojUf/3PaZ52F
QN09SrFk8qtYSKnMGd5PZL0A+NFsNW+w4BAQNKlg9m617YEsnkztbfKRloaJNYoA
HZaRvbA0lMQ/tU2PKZR2vnao444Ugm0O/t3jx5rj817b31hQcHHQ0lQuXV2kyTrM
ohWeLf2fL+K0xJ9ZgXD4KYnY0zarpreA5RBeO5xs3Ms+oGWc13qQfMBx33vrrz2m
dw5iKjg71uuUUmtDV6ewwGa/VO5hNinYAfogdu5aGuVbnTFT3n45B8WHz2+9r0dn
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bA7xUel1SuQ=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

OpenSSL を使用して CSR の内容を表示および検証できます。

openssl req -text -noout -verify -in ca.csr

これでは、以下のような出力が得られます。

verify OK
Certificate Request: 
    Data: 
        Version: 0 (0x0) 
        Subject: C=US, O=Example Corp, OU=Sales, ST=WA, CN=www.example.com, L=Seattle 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                    00:c3:fb:b7:90:0a:15:94:3b:69:ba:a4:7b:25:23: 
                    b0:15:48:59:16:bd:b4:28:7c:a2:07:bd:bb:f2:ef: 
                    09:bc:54:ef:7f:06:e2:3b:2c:4f:e3:ae:77:75:8c: 
                    6a:32:23:b8:da:30:72:97:3e:d1:0f:de:e3:65:0b: 
                    3b:fe:a0:4c:da:d3:b3:a3:82:3a:8f:65:57:a1:b4: 
                    0e:9a:df:fd:ef:75:0d:6a:0a:80:f6:ad:7a:6f:e9: 
                    52:33:72:ad:a8:9f:1d:97:ee:6f:99:8b:1c:27:da: 
                    86:35:97:51:0b:5c:fe:c8:e6:0d:06:99:44:ad:ca: 
                    6a:be:a5:8e:55:01:13:f2:de:f4:d1:32:38:02:24: 
                    48:b3:f3:0e:d5:bc:2d:79:b8:8b:07:14:05:9a:db: 
                    f3:6f:2b:29:dd:40:c3:da:08:d7:ed:db:7f:30:7a: 
                    c5:79:b3:67:17:39:44:b5:ef:78:e0:84:84:a1:83: 
                    df:68:ca:67:f4:4d:15:20:bc:01:90:30:25:ef:b1: 
                    6d:3b:32:b3:f9:54:39:81:53:b9:3f:01:9f:44:c6: 
                    c5:1f:31:ed:8e:07:ef:9f:85:f4:16:af:63:7b:fe: 
                    5a:42:e3:e0:cf:a8:94:df:5d:31:1e:c4:b7:d1:4c: 
                    b7:8b:b8:61:1a:24:bf:9c:e9:f3:32:1b:e6:24:e7: 
                    7b:59 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        Attributes: 
        Requested Extensions: 
            X509v3 Basic Constraints: critical 
                CA:TRUE 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
         0e:f1:c4:b5:48:e6:cd:41:aa:65:cc:31:3e:38:cb:50:d9:b5: 
         0c:77:44:33:da:9c:c3:46:2c:63:b5:4e:62:ed:ca:aa:a7:50: 
         7e:3d:4e:56:be:da:9e:e7:ae:5d:2d:a2:35:1f:ff:73:da:67: 
         9d:85:40:dd:3d:4a:b1:64:f2:ab:58:48:a9:cc:19:de:4f:64: 
         bd:00:f8:d1:6c:35:6f:b0:e0:10:10:34:a9:60:f6:6e:b5:ed: 
         81:2c:9e:4c:ed:6d:f2:91:96:86:89:35:8a:00:1d:96:91:bd: 
         b0:34:94:c4:3f:b5:4d:8f:29:94:76:be:76:a8:e3:8e:14:82: 
         6d:0e:fe:dd:e3:c7:9a:e3:f3:5e:db:df:58:50:70:71:d0:d2: 
         54:2e:5d:5d:a4:c9:3a:cc:a2:15:9e:2d:fd:9f:2f:e2:b4:c4: 
         9f:59:81:70:f8:29:89:d8:d3:36:ab:a6:b7:80:e5:10:5e:3b: 
         9c:6c:dc:cb:3e:a0:65:9c:d7:7a:90:7c:c0:71:df:7b:eb:af: 
         3d:a6:77:0e:62:2a:38:3b:d6:eb:94:52:6b:43:57:a7:b0:c0: 
         66:bf:54:ee:61:36:29:d8:01:fa:20:76:ee:5a:1a:e5:5b:9d: 
         31:53:de:7e:39:07:c5:87:cf:6f:bd:af:47:67:6c:0e:f1:51: 
         e9:75:4a:e4

2. 前のステップの CSR--csr をパラメータの引数として使用して、ルート証明書を発行します。
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Note

AWS CLIバージョン 1.6.3 以降を使用している場合は、fileb://必要な入力ファイルを指定
するときにプレフィックスを使用してください。これにより、Base64AWS Private CA でエ
ンコードされたデータが正しく解析されます。

$ aws acm-pca issue-certificate \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
     --csr file://ca.csr \ 
     --signing-algorithm SHA256WITHRSA \ 
     --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1 \ 
     --validity Value=365,Type=DAYS

3. ルート証明書を取得します。

$ aws acm-pca get-certificate \ 
 --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
 --certificate-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID \ 
 --output text > cert.pem

生成されるファイルはcert.pem、base64 形式でエンコードされた PEM ファイルで、次のような外
観になります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDpzCCAo+gAwIBAgIRAIIuOarlQETlUQEOZJGZYdIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
bTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoMDEV4YW1wbGUgQ29ycDEOMAwGA1UECwwF
U2FsZXMxCzAJBgNVBAgMAldBMRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20xEDAO
BgNVBAcMB1NlYXR0bGUwHhcNMjEwMzA4MTU0NjI3WhcNMjIwMzA4MTY0NjI3WjBt
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UECgwMRXhhbXBsZSBDb3JwMQ4wDAYDVQQLDAVT
YWxlczELMAkGA1UECAwCV0ExGDAWBgNVBAMMD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbTEQMA4G
A1UEBwwHU2VhdHRsZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMP7
t5AKFZQ7abqkeyUjsBVIWRa9tCh8oge9u/LvCbxU738G4jssT+Oud3WMajIjuNow
cpc+0Q/e42ULO/6gTNrTs6OCOo9lV6G0Dprf/e91DWoKgPatem/pUjNyraifHZfu
b5mLHCfahjWXUQtc/sjmDQaZRK3Kar6ljlUBE/Le9NEyOAIkSLPzDtW8LXm4iwcU
BZrb828rKd1Aw9oI1+3bfzB6xXmzZxc5RLXveOCEhKGD32jKZ/RNFSC8AZAwJe+x
bTsys/lUOYFTuT8Bn0TGxR8x7Y4H75+F9BavY3v+WkLj4M+olN9dMR7Et9FMt4u4
YRokv5zp8zIb5iTne1kCAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4E
FgQUaW3+r328uTLokog2TklmoBK+yt4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4IBAQAXjd/7UZ8RDE+PLWSDNGQdLemOBTcawF+tK+PzA4Evlmn9VuNc
g+x3oZvVZSDQBANUz0b9oPeo54aE38dW1zQm2qfTab8822aqeWMLyJ1dMsAgqYX2
t9+u6w3NzRCw8Pvz18V69+dFE5AeXmNP0Z5/gdz8H/NSpctjlzopbScRZKCSlPid
Rf3ZOPm9QP92YpWyYDkfAU04xdDo1vR0MYjKPkl4LjRqSU/tcCJnPMbJiwq+bWpX
2WJoEBXB/p15Kn6JxjI0ze2SnSI48JZ8it4fvxrhOo0VoLNIuCuNXJOwU17Rdl1W
YJidaq7je6k18AdgPA0Kh8y1XtfUH3fTaVw4
-----END CERTIFICATE-----

OpenSSL を使用して、証明書の内容を表示および検証できます。

openssl x509 -in cert.pem -text -noout

これでは、以下のような出力が得られます。

Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 
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            82:2e:39:aa:e5:40:44:e5:51:01:0e:64:91:99:61:d2 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
        Issuer: C=US, O=Example Corp, OU=Sales, ST=WA, CN=www.example.com, L=Seattle 
        Validity 
            Not Before: Mar  8 15:46:27 2021 GMT 
            Not After : Mar  8 16:46:27 2022 GMT 
        Subject: C=US, O=Example Corp, OU=Sales, ST=WA, CN=www.example.com, L=Seattle 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                    00:c3:fb:b7:90:0a:15:94:3b:69:ba:a4:7b:25:23: 
                    b0:15:48:59:16:bd:b4:28:7c:a2:07:bd:bb:f2:ef: 
                    09:bc:54:ef:7f:06:e2:3b:2c:4f:e3:ae:77:75:8c: 
                    6a:32:23:b8:da:30:72:97:3e:d1:0f:de:e3:65:0b: 
                    3b:fe:a0:4c:da:d3:b3:a3:82:3a:8f:65:57:a1:b4: 
                    0e:9a:df:fd:ef:75:0d:6a:0a:80:f6:ad:7a:6f:e9: 
                    52:33:72:ad:a8:9f:1d:97:ee:6f:99:8b:1c:27:da: 
                    86:35:97:51:0b:5c:fe:c8:e6:0d:06:99:44:ad:ca: 
                    6a:be:a5:8e:55:01:13:f2:de:f4:d1:32:38:02:24: 
                    48:b3:f3:0e:d5:bc:2d:79:b8:8b:07:14:05:9a:db: 
                    f3:6f:2b:29:dd:40:c3:da:08:d7:ed:db:7f:30:7a: 
                    c5:79:b3:67:17:39:44:b5:ef:78:e0:84:84:a1:83: 
                    df:68:ca:67:f4:4d:15:20:bc:01:90:30:25:ef:b1: 
                    6d:3b:32:b3:f9:54:39:81:53:b9:3f:01:9f:44:c6: 
                    c5:1f:31:ed:8e:07:ef:9f:85:f4:16:af:63:7b:fe: 
                    5a:42:e3:e0:cf:a8:94:df:5d:31:1e:c4:b7:d1:4c: 
                    b7:8b:b8:61:1a:24:bf:9c:e9:f3:32:1b:e6:24:e7: 
                    7b:59 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            X509v3 Basic Constraints: critical 
                CA:TRUE 
            X509v3 Subject Key Identifier: 
                69:6D:FE:AF:7D:BC:B9:32:E8:92:88:36:4E:49:66:A0:12:BE:CA:DE 
            X509v3 Key Usage: critical 
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
         17:8d:df:fb:51:9f:11:0c:4f:8f:2d:64:83:34:64:1d:2d:e9: 
         8e:05:37:1a:c0:5f:ad:2b:e3:f3:03:81:2f:96:69:fd:56:e3: 
         5c:83:ec:77:a1:9b:d5:65:20:d0:04:03:54:cf:46:fd:a0:f7: 
         a8:e7:86:84:df:c7:56:d7:34:26:da:a7:d3:69:bf:3c:db:66: 
         aa:79:63:0b:c8:9d:5d:32:c0:20:a9:85:f6:b7:df:ae:eb:0d: 
         cd:cd:10:b0:f0:fb:f3:d7:c5:7a:f7:e7:45:13:90:1e:5e:63: 
         4f:d1:9e:7f:81:dc:fc:1f:f3:52:a5:cb:63:97:3a:29:6d:27: 
         11:64:a0:92:94:f8:9d:45:fd:d9:38:f9:bd:40:ff:76:62:95: 
         b2:60:39:1f:01:4d:38:c5:d0:e8:d6:f4:74:31:88:ca:3e:49: 
         78:2e:34:6a:49:4f:ed:70:22:67:3c:c6:c9:8b:0a:be:6d:6a: 
         57:d9:62:68:10:15:c1:fe:9d:79:2a:7e:89:c6:32:34:cd:ed: 
         92:9d:22:38:f0:96:7c:8a:de:1f:bf:1a:e1:3a:8d:15:a0:b3: 
         48:b8:2b:8d:5c:93:b0:53:5e:d1:76:5d:56:60:98:9d:6a:ae: 
         e3:7b:a9:35:f0:07:60:3c:0d:0a:87:cc:b5:5e:d7:d4:1f:77: 
         d3:69:5c:38

4. ルート CA 証明書をインポートして CA にインストールします。

Note

AWS CLIバージョン 1.6.3 以降を使用している場合は、fileb://必要な入力ファイルを指定
するときにプレフィックスを使用してください。これにより、Base64AWS Private CA でエ
ンコードされたデータが正しく解析されます。

$ aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
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     --certificate file://cert.pem

CA の新しいステータスを確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
 --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID \ 
 --output json

これで、ステータスは ACTIVE と表示されます。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-05T14:24:12.867000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T12:37:14.235000-08:00", 
        "Type": "ROOT", 
        "Serial": "serial_number", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "NotBefore": "2021-03-08T07:46:27-08:00", 
        "NotAfter": "2022-03-08T08:46:27-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": true, 
                "ExpirationInDays": 7, 
                "CustomCname": "alternative.example.com", 
                "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1" 
            }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            } 
        } 
    }
}

がホストする下位 CA 証明書のインストールAWS 
Private CA
を使用して、AWS Private CAホストされている下位 CA の証明書を作成してインストールできます。AWS 
Management Console

AWS Private CAホストされている下位 CA の証明書を作成してインストールするには

1. (オプション) CA の詳細ページにまだアクセスしていない場合は、https://console.aws.amazon.com/
acm-pca/homeAWS Private CA にあるコンソールを開きます。「プライベート認証局」ページで、ス
テータスが「保留中」または「アクティブ」の下位 CA を選択します。
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た下位CA証明書のインストール

2. 「アクション」、「CA証明書のインストール」を選択して、「下位CA証明書のインストール」ペー
ジを開きます。

3. 「下位 CA 証明書のインストール」ページの 「CA タイプの選択」 で、「AWS Private CA」を選択
し、AWS Private CAによって管理されている証明書をインストールします。

4. [親 CA を選択] で、親プライベート CA リストから CA を選択します。このリストは、以下の基準を
満たすCAが表示されるようにフィルタリングされます。

• CA を使用するアクセス許可があります。
• CAは自分で署名しないでしょう。
• CA は正常に動作していますACTIVE。
• CA モードはですGENERAL_PURPOSE。

5. 「下位 CA 証明書パラメータを指定」で、次の証明書パラメータを指定します。

• 有効性 — CA 証明書の有効期限と時間を指定します。
• 署名アルゴリズム — ルート CA が新しい証明書を発行するときに使用する署名アルゴリズムを指定

します。オプション:
• SHA256 ローズゴールド
• SHA384 ローザ
• SHA512 ローズゴールド

• パスの長さ — 下位 CA が新しい証明書に署名するときに追加できるトラストレイヤーの数。パスの
長さがゼロ (デフォルト) の場合、エンドエンティティ証明書のみを作成でき、CA 証明書は作成で
きません。パスの長さが 1 以上の場合は、下位 CA が証明書を発行して、さらに下位の CA を追加
作成できます。

• テンプレート ARN — この CA 証明書の設定テンプレートの ARN を表示します。指定した [パス
の長さ]を変更すると、テンプレートも変更されます。CLI issue-certificate コマンドまたは API
IssueCertificateアクションを使用して証明書を作成する場合は、ARN を手動で指定する必要が
あります。使用可能な CA 証明書テンプレートの詳細については、「証明書テンプレートについ
て (p. 131)」を参照してください。

6. 設定が正しいことを確認し、[確認してインストール] を選択します。 AWS Private CACSR をエクス
ポートし、下位 CA 証明書テンプレートを使用して証明書を生成し (p. 131)、選択した親 CA で証明
書に署名します。 AWS Private CA次に、署名された下位 CA 証明書をインポートします。

7. CA の詳細ページの上部にインストールのステータス (成功または失敗) が表示されます。インストー
ルが成功すると、新しく完了した下位 CA の General ペインに Active のステータスが表示されます。

外部の親CAによって署名された下位CA証明書のイン
ストール
CA (コンソール) の作成手順 (p. 76)またはで説明されているように下位プライベート CA を作成した
らCA (CLI) を作成するための手順  (p. 80)、外部の署名機関によって署名された CA 証明書をインス
トールしてその下位プライベート CA をアクティブ化できます。下位 CA 証明書を外部 CA で署名するに
は、まず外部のトラストサービスプロバイダーを署名機関として設定するか、サードパーティプロバイ
ダーの使用を手配する必要があります。

Note

外部のトラストサービスプロバイダーを作成または取得するための手順は、このガイドの対象外
です。

下位 CA を作成し、外部の署名機関にアクセスできるようになったら、次のタスクを実行します。

1. から証明書署名リクエスト (CSR) を取得しますAWS Private CA。

Version latest
94

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/acm-pca/issue-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/APIReference/API_IssueCertificate.html


AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
アクセスの制御

2. CSR を外部の署名機関に提出し、署名付き CA 証明書とチェーン証明書を入手してください。
3. CAAWS Private CA 証明書とチェーンをにインポートして、下位 CA を有効化します。

詳細な手順については、外部で署名されたプライベート CA 証明書  (p. 272)を参照してください。

プライベート CA へのアクセスの制御
からプライベート CA に必要な権限を持つユーザーなら誰でも、その CAAWS Private CA を使用して他の
証明書に署名できます。CA 所有者は、証明書を発行したり、AWS証明書の発行に必要な権限を同じアカ
ウントのAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに委任したりできます。リソースベースの
ポリシーで (p. 19) CA 所有者が承認した場合、AWS別のアカウントに居住するユーザーも証明書を発行で
きます。

認証されたユーザーは、シングルアカウントかクロスアカウントかを問わず、AWS Certificate Manager
証明書の発行時にリソースを使用できますAWS Private CA。AWS Private CAIssueCertificateAPI または
issue-certificate CLI コマンドから発行された証明書は管理されません。このような証明書は、ターゲット
デバイスに手動でインストールし、有効期限が切れたら手動で更新する必要があります。ACM コンソー
ル、ACM RequestCertificateAPI、または証明書の要求 CLI コマンドから発行された証明書が管理されま
す。このような証明書は、ACM に統合されるサービスに簡単にインストールできます。CA 管理者が許可
し、発行者のアカウントに ACM のサービスにリンクされたロールが設定されている場合、マネージド証
明書は有効期限が切れると自動的に更新されます。

トピック
• IAM ユーザー用の単一アカウント権限の作成 (p. 95)
• クロスアカウントアクセスのポリシーをアタッチする (p. 97)

IAM ユーザー用の単一アカウント権限の作成
CA 管理者 (つまり、CA の所有者) と証明書発行者が 1AWS つのアカウントに住んでいる場合は、権限
が制限されたAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成して、発行者と管理者の役割
を分けるのがベストプラクティスです (p. 278)。IAMAWS Private CA をとともに使用する方法と権限
の例については、を参照してくださいの Identity and Access Management (IAM)AWS Private Certificate 
Authority (p. 8)。

シングルアカウントの場合 1: 管理対象外の証明書の発行

この場合、アカウント所有者はプライベート CA を作成してから、プライベート CA によって署
名された証明書を発行する権限を持つ IAM ユーザーを作成します。IAM ユーザーはAWS Private 
CAIssueCertificate API を呼び出して証明書を発行します。

この方法で発行された証明書は管理されません。つまり、管理者は証明書をエクスポートして、使用す
る予定のデバイスにインストールする必要があります。また、有効期限が切れたら手動で更新する必要
があります。この API を使用して証明書を発行するには、OpenSSLAWS Private CA または同様のプロ
グラムによって外部で生成される証明書署名リクエスト (CSR) とkey pair が必要です。詳細について
は、IssueCertificateドキュメントを参照してください。

シングルアカウントのケース 2: ACM によるマネージド証明書の発行
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この 2 つ目のケースには、ACM と PCA の両方からの API 操作が含まれます。アカウントオーナー
は、以前と同様にプライベート CA と IAM ユーザーを作成します。次に、アカウント所有者は ACM 
サービスプリンシパルに、この CA によって署名されたすべての証明書を自動的に更新する権限を付
与します (p. 79)。IAM ユーザーは証明書を再度発行しますが、今回は CSR とキー生成を処理する 
ACMRequestCertificate API を呼び出します。証明書の有効期限が切れると、ACM は更新ワークフ
ローを自動化します。

アカウント所有者は、CA の作成中または作成後に、またはPCACreatePermission APIを使用して、管
理コンソールから更新許可を付与することができます。このワークフローで作成されたマネージド証明書
は、ACMAWS に統合されたサービスで使用できます。

次のセクションでは、更新権限を付与する手順について説明します。

ACM への証明書更新権限の割り当て
AWS Certificate Manager(ACM) のマネージド更新を使用すると、パブリック証明書とプライベート証明書
の両方の証明書更新プロセスを自動化できます。ACM がプライベート CA によって生成された証明書を自
動的に更新するには、ACM サービスプリンシパルに CA 自体から可能なすべての権限を付与する必要があ
ります。ACM にこれらの更新権限がない場合、CA の所有者 (または権限のある代理人) は、有効期限が切
れた各プライベート証明書を手動で再発行する必要があります。

Important

更新権限を割り当てるためのこれらの手順は、CAAWS 所有者と証明書発行者が同じアカウント
にある場合にのみ適用されます。クロスアカウントのシナリオについては、を参照してくださ
いクロスアカウントアクセスのポリシーをアタッチする (p. 97)。

更新のアクセス許可は、 プライベート CA の作成 (p. 75) 中に委任することができ、CA が ACTIVE 状
態である限り、いつでも変更できます。

プライベート CA のアクセス許可は、AWS Private CA コンソール、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) 、または AWS Private CA API で管理できます。

プライベート CA 権限を ACM (コンソール) に割り当てるには

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。
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2. プライベート認証局ページで、リストからプライベート CA を選択します。
3. [アクション]、[CA 権限の設定] を選択します。
4. このアカウントからリクエストされた証明書を更新するには、[ACM アクセスを許可] を選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

AWS Private CA(AWS CLI) で ACM 権限を管理するには

create-permission コマンドを使用して ACM にパーミッションを割り当てます。ACM が証明書を自動的に
更新するにはIssueCertificateGetCertificate、必要な権限 (、、およびListPermissions) を割
り当てる必要があります。

$ aws acm-pca create-permission \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --actions IssueCertificate GetCertificate ListPermissions \ 
     --principal acm.amazonaws.com

CA によって委任されたアクセス許可 を一覧表示するには、[list-permissions] コマンドを使用します。

$ aws acm-pca list-permissions \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID

delete-permission コマンドを使用して、CAAWS がサービスプリンシパルに割り当てた権限を取り消しま
す。

$ aws acm-pca delete-permission \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --principal acm.amazonaws.com

クロスアカウントアクセスのポリシーをアタッチする
CAAWS 管理者と証明書発行者が異なるアカウントにある場合、CA 管理者は CA アクセスを共有する必
要があります。これは、CA にリソースベースのポリシーをアタッチすることで実現されます。このポリ
シーは、AWSアカウント所有者、IAM ユーザー、ID、組織単位AWS Organizations ID などの特定のプリン
シパルに発行権限を付与します。

CA 管理者は、次の方法でポリシーをアタッチおよび管理できます。

• 管理コンソールで、AWS Resource Access Manager (RAM) を使用します。これは、AWSアカウント間
でリソースを共有するための標準的な方法です。でAWS RAM CA リソースを別のアカウントのプリン
シパルと共有すると、必要なリソースベースのポリシーが CA に自動的にアタッチされます。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。

Note

RAM コンソールを開くには、CA を選択し、[アクション]、[リソース共有の管理] の順に選択し
ます。

• プログラムでは、PCA API PutPolicy、GetPolicy、およびを使用しますDeletePolicy。
• 手動で PCA コマンドを使用して、に put-policy、get-policy、および delete-policy コマンドを実行します

AWS CLI。

RAM アクセスが必要なのはコンソール方式だけです。
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クロスアカウントケース 1: コンソールからのマネージド証明書の発行

この場合、CA 管理者はAWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して CAAWS アクセスを別の
アカウントと共有します。これにより、そのアカウントはマネージド ACM 証明書を発行できるようにな
ります。この図は、AWS RAM CAをアカウントと直接共有できるか、AWS Organizationsアカウントがメ
ンバーであるIDを介して間接的にCAを共有できることを示しています。

RAM がを介してリソースを共有した後AWS Organizations、受信側のプリンシパルはそのリソースを受け
入れる必要があります。受取人は、AWS Organizations提供された株式を自動的に受け入れるように設定
できます。

Note

ACM での自動更新の設定は、受信者アカウントが行います。通常、共有 CA を初めて使用する
と、ACM はサービスにリンクされたロールをインストールして、AWS Private CA無人の証明書
呼び出しを許可します。これが失敗した場合（通常は権限がないことが原因で）、CA からの証明
書は自動的に更新されません。問題を解決できるのは ACM ユーザーだけで、CA 管理者は解決で
きません。詳細については、「ACM でのサービスにリンクされたロール (SLR) の使用」を参照し
てください。

クロスアカウントケース 2: API または CLI を使用したマネージド証明書とアンマネージド証明書の発行

この 2 つ目のケースは、とAWS Private CA APIAWS Certificate Manager を使用して可能な共有と発行の
オプションを示しています。これらの操作はすべて、AWS CLI対応するコマンドを使用して実行すること
もできます。
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この例では API 操作が直接使用されているため、証明書発行者は 2 つの API 操作を選択して証明書
を発行できます。PCA APIIssueCertificate アクションを実行すると、証明書が管理対象外にな
り、自動更新されないため、エクスポートして手動でインストールする必要があります。ACM API
RequestCertificateアクションを実行すると、ACM 統合サービスに簡単にインストールして自動的に更新
できるマネージド証明書が作成されます。

Note

ACM での自動更新の設定は、受信者アカウントが行います。通常、共有 CA を初めて使用する
と、ACM はサービスにリンクされたロールをインストールして、無人で証明書呼び出しを行える
ようにしますAWS Private CA。これが失敗した場合 (通常は権限がないことが原因で)、CA から
の証明書は自動的に更新されず、CA 管理者ではなく ACM ユーザーのみが問題を解決できます。
詳細については、「ACM でのサービスにリンクされたロール (SLR) の使用」を参照してくださ
い。

プライベート CA のリスト
AWS Private CAコンソールを使用するか、AWS CLI自分が所有またはアクセスできるプライベート CA を
一覧表示できます。

コンソールを使用して使用可能な CA をリスト表示するには

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局リストの情報を確認します。右上のページ番号を使用して、CA の複数のページ
を検索できます。各 CA は 1 つの行を占有し、それぞれに以下の列の一部またはすべてが表示されま
す。

• 件名 — CA の識別名情報の要約。
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• Id — CA の 32 バイトの 16 進数の固有識別子。
• ステータス — CA ステータス。設定可能な値は、作成中、保留中の証明書、アクティブ、削除済み、無

効、期限切れ、失敗です。
• タイプ — CA のタイプ。指定できる値は [ルート] と [従属] です。
• モード — CA のモード。設定可能な値は、汎用 (任意の有効期限で設定可能な証明書を発行) と短期証明

書 (最大有効期間が 7 日間の証明書を発行する) です。有効期間を短くすると、失効メカニズムの代わり
になる場合があります。デフォルトは汎用です。

• 所有者 — CAAWS を所有するアカウント。これは、お客様のアカウントでも、CA の管理権限を委任さ
れたアカウントでもかまいません。

• キーアルゴリズム — CA がサポートする公開鍵アルゴリズム。設定可能な値は
RSA_2048、RSA_4096、EC_Prime256v1、および EC_SECP384R1 です。

• 署名アルゴリズム-CA が証明書リクエストに署名するために使用するアルゴリズム。
(SigningAlgorithm発行時に証明書に署名するために使用するパラメータと混同しないでください)。
設定可能な値は、ECDSA 付き SHA256、ECDSA 付き SHA384、ECDSA 付き SHA512、RSA 付き 
SHA256、RSA 付き SHA384、RSA 付き SHA512 です。

Note

その他の設定に加えて、コンソールの右上の歯車アイコンを選択して、表示する列をカスタマイ
ズできます。

使用可能な CA を一覧表示するにはAWS CLI

以下の例に示すように、list-certificate-authoritiesコマンドを使用して使用可能な CA を一覧表示します。

$ aws acm-pca list-certificate-authorities --max-items 10

コマンドは以下のような情報を返します。

{ 
   "CertificateAuthorities":[ 
      { 
         "Arn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
         "CreatedAt":"2022-05-02T11:59:02.022000-07:00", 
         "LastStateChangeAt":"2022-05-02T11:59:18.498000-07:00", 
         "Type":"ROOT", 
         "Serial":"serial_number", 
         "Status":"ACTIVE", 
         "NotBefore":"2022-05-02T10:59:17-07:00", 
         "NotAfter":"2032-05-02T11:59:17-07:00", 
         "CertificateAuthorityConfiguration":{ 
            "KeyAlgorithm":"RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
            "Subject":{ 
               "Organization":"testing_com" 
            } 
         }, 
         "RevocationConfiguration":{ 
            "CrlConfiguration":{ 
               "Enabled":false 
            } 
         } 
      } 
 ... 
   ]
}
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プライベート CA の表示
ACM コンソールやを使用して、プライベート CA に関する詳細なメタデータを表示したり、必要に応じて
いくつかの値を変更したりできます。AWS CLICA の更新の詳細については、「」を参照してくださいプ
ライベート CA の更新 (p. 104)。

コンソールで CA の詳細を表示するには：

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局リストを確認してください。右上のページ番号を使用して、CA の複数のページ
を検索できます。

3. リスト化されたCAについての詳細なメタデータを表示するには、検査したいCAの横のラジオボタン
を選択してください。詳細ウィンドウが開き、次のタブビューが表示されます。

• 「件名」タブ — CA の識別名に関する情報。詳細については、「サブジェクト識別名オプショ
ン (p. 76)」を参照してください。表示されるフィールドには、以下が含まれます。
• 件名 — 提供された名前情報フィールドの概要
• 組織 (O) — たとえば、会社名
• 組織単位 (OU) — たとえば、企業内の部門
• 国名 (C) — 2 文字の国コード
• 州または都道府県名 — 州または都道府県のフルネーム
• 地域名 — 都市の名前
• コモンネーム (CN) — 完全修飾ドメイン名 (FQDN)

• CA 証明書タブ — CA 証明書の有効性に関する情報
• 有効期限 — CA 証明書が有効になるまでの日付と時刻
• 有効期限 — 有効期限が切れるまでの日数

• 失効設定タブ — 現在選択している証明書失効オプション。[編集] を選択して更新します。
• 証明書失効リスト (CRL) の配布 — 有効または無効のステータス
• オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) — 有効または無効のステータス

• 「権限」タブ —AWS Certificate Manager (ACM) を通じて現在選択しているこの CA の証明書更新
権限です。[編集] を選択して更新します。

• ACM による更新の承認 — 承認済みまたは未承認のステータス
• 「タグ」タブ — この CA に現在割り当てられているカスタマイズ可能なラベル。更新するタグの管

理を選択します。
• [リソース共有] タブ — この CA に対するリソース共有の現在の割り当てAWS Resource Access 

Manager (RAM)。[リソース共有の管理] を選択して更新します。
• 名前 — リソース共有の名前
• ステータス — リソース共有のステータス

4. 検査する CA の ID フィールドを選択して、「一般」ペインを開きます。CA の 32 バイトの 16 進数の
固有識別子が上部に表示されます。このペインには、次の追加情報が表示されます。

• ステータス — CA ステータス。設定可能な値は、作成中、保留中の証明書、アクティブ、削除済
み、無効、期限切れ、失敗です。

• ARN — CA の Amazon リソースネーム。
• 所有者 — CAAWS を所有するアカウント。これはあなたのアカウント (Self) でも、CA 管理権限を

あなたに委任したアカウントでもかまいません。
• CA タイプ — CA のタイプ。指定できる値は [ルート] と [従属] です。
• 作成日 — CA が作成された日時。
• 有効期限 — CA 証明書の有効期限が切れる日時。
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• モード — CA のモード。設定可能な値は、汎用 (任意の有効期限で設定できる証明書) と短期証明書
(最大有効期間が 7 日間の証明書) です。有効期間を短くすると、失効メカニズムの代わりになる場
合があります。デフォルトは汎用です。

• キーアルゴリズム — CA がサポートする公開鍵アルゴリズム。設定可能な値は RSA 2048、RSA 
4096、ECDSA P2567、および ECDSA P384 です。

• 署名アルゴリズム-CA が証明書リクエストに署名するために使用するアルゴリズム。
(SigningAlgorithm発行時に証明書に署名するために使用するパラメータと混同しないで
ください)。設定可能な値は SHA256 ECDSA、SHA384 ECDSA、SHA512 ECDSA、SHA256 
RSA、SHA384 RSA、SHA512 RSA

• 主要なストレージセキュリティ標準 — 連邦情報処理標準への適合レベル。設定可能な値は、FIPS 
140-2 レベル 3 以上と FIPS 140-2 レベル 3 以上です。AWSこのパラメータは地域によって異なり
ます。

を使用して CA の詳細を表示および変更するにはAWS CLI

describe-certificate-authority次のコマンドに示すように、のコマンドを使用して CA に関する詳細を表示し
ます。AWS CLI

$ aws acm-pca describe-certificate-authority --certificate-authority-arn 
 arn:aws:acm:region:account:certificate-authority/CA_ID

コマンドは以下のような情報を返します。

{ 
   "CertificateAuthority":{ 
      "Arn":"arn:aws:acm:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
      "CreatedAt":"2022-05-02T11:59:02.022000-07:00", 
      "LastStateChangeAt":"2022-05-02T11:59:18.498000-07:00", 
      "Type":"ROOT", 
      "Serial":"serial_number", 
      "Status":"ACTIVE", 
      "NotBefore":"2022-05-02T10:59:17-07:00", 
      "NotAfter":"2031-05-02T11:59:17-07:00", 
      "CertificateAuthorityConfiguration":{ 
         "KeyAlgorithm":"RSA_2048", 
         "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA", 
         "Subject":{ 
            "Organization":"testing_com" 
         } 
      }, 
      "RevocationConfiguration":{ 
         "CrlConfiguration":{ 
            "Enabled":false 
         } 
      } 
   }
}

コマンドラインからプライベート CA を更新する方法については、「」を参照してくださいCA の更新 
(CLI) (p. 110)。

プライベート CA のタグ管理
タグとは、AWS リソースを識別および整理するためのメタデータとして使用される単語やフレーズのこと
を指します。各タグは、キーと値から構成されます。AWS Private CA コンソール、AWS Command Line 
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Interface (AWS CLI)、または PCA API を使用して、プライベート CA のタグを追加、表示、削除できま
す。

Private CA のカスタムタグの追加または削除は随時行うことができます。たとえば、プライベート CA 
に、Environment=ProdEnvironment=Betaまたはなどのキーと値のペアをタグ付けして、CA がどの
環境を対象としているかを識別できます。詳細については、「プライベート CA の作成 (p. 75)」を参照
してください。

Note

作成中にプライベート CA にタグをアタッチするには、CA 管理者が最初にインライン 
IAMCreateCertificateAuthority ポリシーをアクションに関連付け、タグ付けを明示的に許
可する必要があります。詳細については、「作成時に CA にタグをアタッチする (p. 17)」を参照
してください。

その他の AWS リソースもタグ付けをサポートしています。さまざまなリソースに同じタグを割り当て
て、リソースの関連を示すことができます。たとえば、CA、Elastic Load Balancing ロードバランサー、
その他の関連リソースには、Website=example.comなどのタグを割り当てることができます。AWSリ
ソースのタグ付けの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon 
EC2 リソースのタグ付け」を参照してください。

AWS Private CA タグには以下のような基本制限があります。

• プライベート CA あたりのタグの最大数は 50 です。
• タグキーの最大長は 128 文字です。
• タグ値の最大長は 256 文字です。
• タグキーと値には、A-Z、a-z の文字と次の記号を使用できます。+、=、 @、_、%、- (ハイフン)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: と rds: プレフィックスは、 AWS 用に予約されています。キーが aws: または rds: で始まる

タグを追加、編集、削除することはできません。で始まるデフォルトのタグでaws:、rds:tags-per-
resource クォータにはカウントされません。

• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合は、他のサービスでも許可され
る文字の制限が異なる可能性がある点にご注意ください。該当するサービスのドキュメントを参照して
ください。

• AWS Private CAタグは、の Resource Groups とタグエディタ内で使用することはできませんAWS 
Management Console。

プライベート CA には、 AWS Private CA コンソール、 AWS Command Line Interface（AWS CLI）、ま
たは AWS Private CA APIからタグ付けできます。

プライベート CA にタグを付けるには (コンソール)

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局ページで、リストからプライベート CA を選択します。
3. リストの下の詳細領域で、「タグ」タブを選択します。既存のタグが一覧表示されます。
4. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
5. 新しいタグを追加を選択します。
6. キーと値のペアを入力します。
7. [Save] (保存) を選択します。

プライベート CA にタグを付けるには (AWS CLI)

tag-certificate-authorityコマンドを使用して、プライベート CA にタグを追加します。
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$ aws acm-pca tag-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --tags Key=Admin,Value=Alice 

list-tags コマンドを使用して、プライベート CA のタグを一覧表示します。

$ aws acm-pca list-tags \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --max-results 10 

untag-certificate-authorityコマンドを使用して、プライベート CA からタグを削除します。

$ aws acm-pca untag-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aregion:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
     --tags Key=Purpose,Value=Website 

プライベート CA の更新
プライベート CA のステータスを更新したり、作成後にその失効設定を変更したりできます (p. 60)。この
トピックでは、CA のステータスと CA ライフサイクルの詳細を、CA のコンソールと CLI の更新例ととも
に説明します。

CA ステータスの更新
ユーザーアクションの結果、AWS Private CAまたは場合によってはサービスアクションの結果によって管
理される CA のステータス。たとえば、CA ステータスは有効期限が切れると変わります。CA 管理者が使
用できるステータスオプションは、CA の現在のステータスによって異なります。

AWS Private CA次のステータス値を報告できます。この表は、各州で利用可能な CA 機能を示していま
す。

Note

DELETEDおよびを除くすべてのステータス値についてはFAILED、CA の料金が請求されます。

ステータス 証明書の発
行

OCSP に
よる証明
書の検証

CRL を生
成

監査を生
成

CA 
証
明
書
を
更
新
で
き
ま
す。

証明書は取
り消すこと
ができます

CA の料金
が請求され
ます

CREATING— CA は作成中で
す。

いいえ いいえ いいえ いいえ い
い
え

いいえ はい
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ステータス 証明書の発
行

OCSP に
よる証明
書の検証

CRL を生
成

監査を生
成

CA 
証
明
書
を
更
新
で
き
ま
す。

証明書は取
り消すこと
ができます

CA の料金
が請求され
ます

PENDING_CERTIFICATE— 
CA は作成済みで、動作するに
は証明書が必要です。 *

いいえ いいえ いいえ いいえ い
い
え

いいえ はい

ACTIVE はい はい はい はい は
い
はい はい

DISABLED— CA を手動で無効
にしました。

いいえ はい はい はい い
い
え

はい はい

EXPIRED— CA 証明書の有効
期限が切れています。 **

いいえ いいえ いいえ いいえ は
い
いいえ はい

FAILED CreateCertificateAuthorityアクションは失敗しまし
た。これは、ネットワークの停止、バックエンドの AWS 障
害、またはその他のエラーによって発生することがありま
す。障害が生じた CA は回復できません。CA を削除し、新
しいCA を作成してください。

いいえ

DELETED お使いの CA の復旧期間は 7 ～ 30 日です。この期間が過ぎ
ると、完全に削除されます。

• DELETED ステータスで、証明書の有効期限が切れた CA 
の RestoreCertificateAuthority API を呼び出す
と、CA は EXPIRED に設定されます。

• CA の削除の詳細については、「プライベート CA の削
除 (p. 115)」を参照してください。

いいえ

* アクティベーションを完了するには、CSR を生成し、CA から署名付き CA 証明書を取得し、その証明
書をにインポートする必要がありますAWS Private CA。CSR は、新しい CA（自己署名用）に送信するこ
とも、オンプレミスのルートまたは下位 CA に送信することもできます。詳細については、「CA 証明書の
作成とインストール (p. 87)」を参照してください。

** 期限切れの CA のステータスを直接変更することはできません。CA の新しい証明書をインポートする
場合、ACTIVEDISABLED証明書の有効期限が切れる前に設定されていない限り、AWS Private CAステー
タスはにリセットされます。

期限切れの CA 証明書に関するその他の考慮事項:

• CA 証明書は自動的に更新されません。AWS Certificate Manager による更新の自動化については、ACM 
への証明書更新権限の割り当て (p. 96) を参照してください。

• 有効期限が切れた CA で新しい証明書を発行しようとすると、 IssueCertificate API は
InvalidStateException を返します。有効期限切れのルート CA は、新しい下位証明書を発行する
前に、新しいルート CA 証明書に自己署名する必要があります。
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• The ListCertificate Authorities および DescribeCertificateAuthority API は、CA の
ステータスが ACTIVE または DISABLED に設定されているかどうかにかかわらず、CA 証明書の有効期
限が切れているときに EXPIRED のステータスを返します。ただし、期限切れ CA が DELETED に設定さ
れている場合、DELETED のステータスを返します。

• UpdateCertificateAuthority API は、有効期限切れの CA のステータスを更新できません。
• RevokeCertificateAPI を使用して、CA 証明書を含む期限切れの証明書を取り消すことはできませ

ん。

CA ステータスと CA ライフサイクル
次の図は、管理アクションと CA ステータスの相互作用としての CA ライフサイクルを示しています。
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ダイアグラムキー

管理アクション
CA ステータス アクションによ

り状態が変化す
る

新しい状態に
より新しいアク
ションが可能に
なります

図の上部にある管理アクションは、 AWS Private CA コンソール、CLI、または API を介して適用されま
す。これらのアクションによって、CA の作成、アクティベーション、失効、更新が実行されます。手動
操作または自動更新に応じて、CA ステータスが変化します (上記の図では実線で示しています)。ほとんど
の場合、新しいステータスによって、CA 管理者は新しいアクション (図では点線で表示) を実行できるよ
うになります。上記の図の右下部分には、削除および復元アクションを許可するステータス値を示してい
ます。

CA (コンソール) の更新
次の手順は、を使用して既存の CA 構成を更新する方法を示していますAWS Management Console。

CA ステータスの更新 (コンソール)
この例では、有効な CA のステータスが Disabled に変更されます。

CA のステータスを更新するには

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます

2. プライベート認証局ページで、現在アクティブなプライベート CA をリストから選択します。
3. 「アクション」メニューで「無効」を選択し、プライベート CA を無効にします。

CA の失効設定を更新する (コンソール)
プライベート CA の失効設定は (p. 60)、たとえば OCSP または CRL サポートを追加または削除したり、
それらの設定を変更したりすることで更新できます。

Note

CA の失効設定を変更しても、すでに発行された証明書には影響しません。マネージド失効を機能
させるには、古い証明書を再発行する必要があります。

OCSP では、次の設定を変更します。

• OCSP を有効または無効にします。
• カスタム OCSP 完全修飾ドメイン名 (FQDN) を有効または無効にします。
• FQDN を変更してください。

CRL では、次の設定のいずれかを変更できます。

• プライベート CA が証明書失効リスト (CRL) を生成するかどうか
• CRL の有効期限が切れるまでの日数。指定した日数の半分の日数で CRLAWS Private CA の再生成が試

行され始めることに注意してください。
• CRL が保存されている Amazon S3 バケットの名前。
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• Amazon S3 バケットの名前をパブリックビューから隠すためのエイリアス。

Important

前述のパラメータのいずれかを変更すると、悪影響が生じる可能性があります。例として
は、CRL 生成の無効化、有効期間の変更、プライベート CA を本番環境に移行した後の S3 バ
ケットの変更などがあります。このような変更により、CRL と現在の CRL 設定に依存する既存
の証明書が破損する可能性があります。エイリアスの変更は、古いエイリアスが正しいバケット
にリンクされた状態である限り、安全に実行できます。

失効設定を更新するには

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局ページで、リストからプライベート CA を選択します。これにより、CA の詳細パ
ネルが開きます。

3. [失効設定] タブを選択し、[編集] を選択します。
4. [証明書失効オプション] に、次の 2 つのオプションが表示されます。

• CRL 配布を有効にする
• OCSP をオンにする

CA には、これらの取り消しメカニズムのどちらか、または両方を設定することも、両方を設定する
こともできます。オプションですが、ベストプラクティスとして管理された取り消しをお勧めしま
す (p. 278)。このステップを完了する前に、各方法の利点、必要となる可能性のある事前設定、証明
書失効方法の設定 (p. 60)および追加の失効機能に関する情報を参照してください。

CRL を設定するには

1. 「CRL 配布を有効にする」を選択します。
2. CRL エントリ用 Amazon S3 バケットを作成するには、[新しい S3 バケットを作成] を選択します。一

意のバケット名を指定します。(バケットへのパスを含める必要はありません)。それ以外の場合は、
このオプションを選択しないままにして、S3 バケット名リストから既存のバケットを選択してくださ
い。

新しいバケットを作成する場合、AWS Private CA必要なアクセスポリシーを作成してそのバケット
にアタッチします (p. 63)。既存のバケットを使用する場合は、CRL の生成を開始する前にアクセス
ポリシーをアタッチする必要があります。で説明されているポリシーパターンのいずれかを使用して
くださいAmazon S3 の CRL のアクセスポリシー  (p. 63)。ポリシーのアタッチの詳細については、
「Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加」を参照してください。

Note

AWS Private CAコンソールを使用しているときに、次の条件の両方に当てはまる場合、CA 
を作成しようとすると失敗します。

• Amazon S3 バケットまたはアカウントにパブリックアクセスをブロックする設定を適用し
ています。

• Amazon S3AWS Private CA バケットを自動的に作成するように要求しました。

この場合、コンソールはデフォルトでパブリックにアクセス可能なバケットを作成しようと
しますが、Amazon S3 はこのアクションを拒否します。この場合は、Amazon S3 の設定を
確認してください。詳細については、「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブ
ロック」を参照してください。
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3. 追加の設定オプションを表示するには、[アドバンスト] を展開します。

• カスタム CRL 名を追加して Amazon S3 バケットのエイリアスを作成します。この名前は、RFC 
5280 で定義されている「CRL ディストリビューションポイント」エクステンションの CA が発行
した証明書に含まれています。

• CRL が有効になる日数を入力します。デフォルト値は 7 日です。オンライン CRL の場合、有効期
間は 2 ～ 7 日間が一般的です。 AWS Private CA指定された期間の中間点で CRL を再生成しようと
します。

4. 完了したら、[変更を保存] を選択します。

OCSP を設定するには

1. 証明書の取り消しページで、「OCSP を有効にする」 を選択します。
2. (オプション)「カスタム OCSP エンドポイント」フィールドに、OCSP エンドポイントの完全修飾ド

メイン名 (FQDN) を入力します。

このフィールドに FQDN を入力すると、AWS OCSPAWS Private CA レスポンダのデフォルト URL 
の代わりに、発行された各証明書の認証局情報アクセス拡張に FQDN が挿入されます。エンドポイン
トは、カスタム FQDN を含む証明書を受け取ると、そのアドレスに OCSP 応答を問い合わせます。
このメカニズムが機能するためには、さらに2つのアクションを実行する必要があります。

• プロキシサーバーを使用して、カスタム FQDN に到達したトラフィックをAWS OCSP レスポン
ダーに転送します。

• 対応する CNAME レコードを DNS データベースに追加します。

Tip

カスタム CNAME を使用した完全な OCSP ソリューションの実装に関する詳細は、を参照し
てくださいAWS Private CAOCSP 用のカスタム URL の設定 (p. 68)。

たとえば、Amazon Route 53 に表示されるような、カスタマイズされた OCSP の CNAME レコード
を次に示します。

レコード名 タイプ ルーティングポリ
シー

差別化要因 値/トラフィック
のルーティング先

alternative.example.comCNAME シンプル - proxy.example.com

Note

CNAME の値には、「http://」や「http://」などのプロトコルプレフィックスを含めることは
できません。

3. 完了したら、[変更を保存] を選択します。

CA の更新 (CLI)
次の手順は、を使用して既存の CA のステータスと失効設定を更新する方法を示しています (p. 60)AWS 
CLI。

Note

CA の失効設定を変更しても、すでに発行された証明書には影響しません。マネージド失効を機能
させるには、古い証明書を再発行する必要があります。
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プライベート CA のステータスを更新するには (AWS CLI)

update-certificate-authority コマンドを実行します。

これは、DISABLEDステータスを設定したい既存の CA がある場合に便利ですACTIVE。まず、以下のコマ
ンドで CA の初期状態を確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

この結果、以下のような出力が得られます。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-05T14:24:12.867000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T13:17:40.221000-08:00", 
        "Type": "ROOT", 
        "Serial": "serial_number", 
        "Status": "DISABLED", 
        "NotBefore": "2021-03-08T07:46:27-08:00", 
        "NotAfter": "2022-03-08T08:46:27-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": true, 
                "ExpirationInDays": 7, 
                "CustomCname": "alternative.example.com", 
                "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1" 
   }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            } 
        } 
    }
}

次のコマンドは、プライベート CA のステータスをに設定しますACTIVE。これは、有効な証明書が CA に
インストールされている場合にのみ可能です。

$ aws acm-pca update-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --status "ACTIVE"

CA の新しいステータスを確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority \ 
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      --certificate-authority-arn "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID" \ 
      --output json

ステータスは、と表示されるようになりましたACTIVE。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-05T14:24:12.867000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T13:23:09.352000-08:00", 
        "Type": "ROOT", 
        "Serial": "serial_number", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "NotBefore": "2021-03-08T07:46:27-08:00", 
        "NotAfter": "2022-03-08T08:46:27-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": true, 
                "ExpirationInDays": 7, 
                "CustomCname": "alternative.example.com", 
                "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1" 
            }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            } 
        } 
    }
}

場合によっては、失効メカニズムが設定されていないアクティブな CA を使用していることがあります。
証明書失効リスト (CRL) の使用を開始するには、次の手順に従ってください。

CRL を既存の CA に追加するには (AWS CLI)

1. 次のコマンドを使用して、CA の現在のステータスを確認します。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority  
 --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 --output json

この出力から、CAACTIVE にはステータスがあるが CRL を使用するように設定されていないことが
確認されます。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-08T14:36:26.449000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T14:50:52.224000-08:00", 
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        "Type": "ROOT", 
        "Serial": "serial_number", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "NotBefore": "2021-03-08T13:46:50-08:00", 
        "NotAfter": "2022-03-08T14:46:50-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            } 
        } 
    }
}

2. CRLrevoke_config.txt 設定パラメータを定義するなどの名前のファイルを作成して保存します。

{ 
   "CrlConfiguration":{ 
      "Enabled":true, 
      "ExpirationInDays":7, 
      "S3BucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
   }
}

3. update-certificate-authorityコマンドと失効設定ファイルを使用して CA を更新します。

$ aws acm-pca update-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --revocation-configuration file://revoke_config.txt

4. CA のステータスをもう一度調べてください。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority  
 --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 --output json

この出力から、CA が CRL を使用するように設定されていることが確認されます。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-08T14:36:26.449000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T14:50:52.224000-08:00", 
        "Type": "ROOT", 
        "Serial": "serial_numbner", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "NotBefore": "2021-03-08T13:46:50-08:00", 
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        "NotAfter": "2022-03-08T14:46:50-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": true, 
                "ExpirationInDays": 7, 
                "S3BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
            }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            } 
        } 
    }
}

場合によっては、前の手順のように CRL を有効にする代わりに、OCSP 失効サポートを追加する必
要があります。その場合は、以下の手順を使用してください。

OCSP サポートを既存の CA に追加するには (AWS CLI)

1. OCSPrevoke_config.txt パラメータを定義するなどの名前のファイルを作成して保存します。

{ 
   "OcspConfiguration":{ 
      "Enabled":true 
   }
}

2. update-certificate-authorityコマンドと失効設定ファイルを使用して CA を更新します。

$ aws acm-pca update-certificate-authority \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --revocation-configuration file://revoke_config.txt

3. CA のステータスをもう一度調べてください。

$ aws acm-pca describe-certificate-authority  
 --certificate-authority-arnarn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 --output json

この出力から、CA が OCSP を使用するように設定されていることが確認されます。

{ 
    "CertificateAuthority": { 
        "Arn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID", 
        "CreatedAt": "2021-03-08T14:36:26.449000-08:00", 
        "LastStateChangeAt": "2021-03-08T14:50:52.224000-08:00", 
        "Type": "ROOT", 
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        "Serial": "serial_number", 
        "Status": "ACTIVE", 
        "NotBefore": "2021-03-08T13:46:50-08:00", 
        "NotAfter": "2022-03-08T14:46:50-08:00", 
        "CertificateAuthorityConfiguration": { 
            "KeyAlgorithm": "RSA_2048", 
            "SigningAlgorithm": "SHA256WITHRSA", 
            "Subject": { 
                "Country": "US", 
                "Organization": "Example Corp", 
                "OrganizationalUnit": "Sales", 
                "State": "WA", 
                "CommonName": "www.example.com", 
                "Locality": "Seattle" 
            } 
        }, 
        "RevocationConfiguration": { 
            "CrlConfiguration": { 
                "Enabled": false 
            }, 
            "OcspConfiguration": { 
                "Enabled": true 
            } 
        } 
    }
}

Note

CA で CRL と OCSP の両方のサポートを設定することもできます。

プライベート CA の削除
プライベート CAAWS Management ConsoleAWS CLI はまたはから完全に削除できます。たとえば、ある 
CA を 1 つ削除して、新しいプライベートキー持つ新しい CA に置き換えることができます。CA を安全に
削除するには、次のステップを実行します。

1. 代替 CA を作成します。
2. 新しいプライベート CA の稼働後、古いプライベート CA を無効にします。ただし、すぐには削除しな

いでください。
3. 古い CA によって発行されたすべての証明書が期限切れになるまで、その古い CA は無効のままにしま

す。
4. 古い CA を削除します。

AWS Private CA では、削除リクエストを処理する前に、発行済みの証明書すべてにおいて有効期限切れの
確認が行われません。監査報告書 (p. 40)を生成し、期限切れになっている証明書を確認できます。CA が
無効になっている間、証明書を取り消すことができますが、新しい証明書を発行することはできません。

発行されたすべての証明書が期限切れになる前にプライベート CA を削除する必要がある場合は、CA 証明
書を取り消すこともお勧めします。CA 証明書は親 CA の CRL に一覧表示され、プライベート CA はクラ
イアントによって信頼されなくなります。

Important

プライベート CA は、PENDING_CERTIFICATE、CREATING、EXPIRED、 DISABLED、ま
たは FAILED 状態である場合に削除できます。ACTIVE 状態の CA を削除するためには、
まずその CA を削除する必要があります。さもないと、削除リクエストで例外が発生しま
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す。PENDING_CERTIFICATEDISABLEDまたは州のプライベート CA を削除する場合、復元
期間を 7 ～ 30 日の間で設定できます。デフォルトは 30 日です。この期間中、ステータスは
DELETED に設定され、CA は復元可能です。CREATINGFAILEDまたは状態のときに削除された
プライベート CA には、復元期間が割り当てられていないため、復元できません。詳細について
は、「プライベート CA の復元 (p. 116)」を参照してください。
プライベート CA が削除された後は、それに対して課金されません。ただし、削除された CA が
復元されると、削除と復元の間の料金が課金されます。詳細については、「料金 (p. 4)」を参照し
てください。

プライベート CA を削除するには (コンソール)

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局ページで、リストからプライベート CA を選択します。
3. CAACTIVE がこの状態になっている場合は、まず無効にする必要があります。[アクション] メニュー

で、[無効化] を選択します。メッセージが表示されたら、[リスクを理解しています] を選択し、続行
します。

4. ACTIVEステータスにないCAの場合は、[アクション]、[削除] を選択します。
5. お使いの CA がDISABLED、EXPIRED、PENDING_CERTIFICATEまたは州の場合は、[CA の削除] 

ページで 7 ～ 30 日の復元期間を指定できます。プライベート CA がこれらのいずれの状態にも当て
はまらない場合、後で復元することはできず、削除は永続的です。

6. [Delete] (削除) を選択します。
7. プライベート CA を完全に削除する場合、確認のプロンプトが表示されたら、[完全に削除] を選択し

ます。プライベート CA のステータスが DELETED に変わります。ただし、復元期間の終了前には、
プライベート CA を復元することができます。DELETEDステート内のプライベート CA の復元期間を
確認するには、DescribeCerticateAuthorityまたは ListCertificateAuthoritiesAPI オペレーションを呼び
出します。

プライベート CA を削除するには (AWS CLI)

delete-certificate-authorityコマンドを使用してプライベート CA を削除します。

$ aws acm-pca delete-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --permanent-deletion-time-in-days 16

プライベート CA の復元
CA を削除したときに指定した復元期間の間は、削除されたプライベート CA を復元できます。復元期間は
7〜30日です。プライベート CA は、復元期間の最後に完全に削除されます。詳細については、「プライ
ベート CA の削除 (p. 115)」を参照してください。完全に削除されたプライベート CA を復元することは
できません。

Note

プライベート CA が削除された後は、それに対して課金されません。ただし、削除された CA が
復元されると、削除と復元の間の料金が課金されます。詳細については、「料金 (p. 4)」を参照し
てください。

プライベート CA (コンソール) の復元
プライベート CA を復元するには、AWS Management Console を使用します。

Version latest
116

https://console.aws.amazon.com/acm-pca/home
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/APIReference/API_DescribeCertificateAuthority.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/APIReference/API_ListCertificateAuthorities.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/acm-pca/delete-certificate-authority.html


AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
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プライベート CA を復元するには (コンソール)

1. AWSアカウントにサインインして、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/homeAWS Private CA
でコンソールを開きます。

2. プライベート認証局ページで、削除したプライベート CA をリストから選択します。
3. [アクション] メニューで、[復元] を選択します。
4. 「CA の復元」ページで、「復元」をもう一度選択します。
5. 成功すると、プライベート CA のステータスは、削除前の状態に戻ります。[アクション]、[有効

化]、[有効化] をもう一度選択して、ACTIVEステータスをに変更します。削除時にプライベート CA 
がPENDING_CERTIFICATE 状態だった場合は、CA 証明書をアクティブ化する前に、プライベート 
CA に CA 証明書をインポートする必要があります。

プライベート CA の復元 (AWS CLI)
restore-certificate-authorityコマンドを使用して、DELETED削除した状態のプライベート CA を復元しま
す。次の手順では、プライベート CA の削除、復元、および再アクティブ化に必要なプロセス全体につい
て説明します。

プライベート CA を削除、復元、および再アクティブ化するには (AWS CLI)

1. プライベート CA を削除します。

delete-certificate-authorityコマンドを実行してプライベート CA を削除します。プライベート 
CADISABLED のステータスがまたはの場合はPENDING_CERTIFICATE、--permanent-deletion-
time-in-daysパラメータを設定してプライベート CA の復元期間を 7 ～ 30 日の間で指定できま
す。復元期間を指定しない場合、デフォルトは 30 日です。成功すると、このコマンドによりプライ
ベート CA の状態は DELETED に設定されます。

Note

復元可能であるためには、削除の時点でのプライベート CA のステータスは DISABLED また
は PENDING_CERTIFICATE である必要があります。

$ aws acm-pca delete-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
     --permanent-deletion-time-in-days 16

2. プライベート CA を復元します。

restore-certificate-authorityコマンドを実行してプライベート CA を復元します。delete-certificate-
authority コマンドで設定した復元期間が終了する前に、このコマンドを実行する必要があります。成
功すると、このコマンドにより、プライベート CA のステータスは、削除前のステータスに設定され
ます。

$ aws acm-pca restore-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

3. プライベート CA を ACTIVE に設定します。

update-certificate-authorityコマンドを実行して、プライベート CAACTIVE のステータスをに変更しま
す。

$ aws acm-pca update-certificate-authority \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
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     --status ACTIVE
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プライベート・エンド・エンティティ証明書の発行

証明書管理
プライベート認証局 (CA) を作成して有効化し、アクセス権を設定すると、管理者または権限のあるユー
ザーはこのセクションで説明するタスクを実行できます。CA のAWS Identity and Access Management 
(IAM) ポリシーをまだ設定していない場合は、このガイドの「Identity and Access Management」セクショ
ンで設定の詳細を確認できます。シングルアカウントシナリオとクロスアカウントシナリオでの CA アク
セスの設定については、「」を参照してくださいプライベート CA へのアクセスの制御 (p. 95)。

トピック
• プライベート・エンド・エンティティ証明書の発行 (p. 119)
• プライベート証明書の取得 (p. 124)
• プライベート証明書の別リスト (p. 125)
• プライベート証明書とその秘密鍵のエクスポート (p. 128)
• プライベート証明書の取り消す (p. 129)
• 更新された証明書のエクスポートの自動化 (p. 131)
• 証明書テンプレートについて (p. 131)

プライベート・エンド・エンティティ証明書の発行
プライベート CA を設定すると、AWS Certificate Manager (ACM) またはどちらかからプライベートエン
ドエンティティ証明書をリクエストできますAWS Private CA。両方のサービスの機能を次の表で比較して
います。

機能 ACM AWS Private CA

エンドエンティティ証明書の発
行

✓ (RequestCertificateまた
はコンソールの使用)

✓ (使用IssueCertificate)

AWSロードバランサーやイン
ターネット向けサービスとの連
携

✓ サポート外

マネージド証明書の更新 ✓ ACM による間接的なサポート

コンソールのサポート ✓ サポート外

API サポート ✓ ✓

CLI サポート ✓ ✓

AWS Private CA証明書を作成する際には、証明書の種類とパスの長さを指定するテンプレートに従いま
す。証明書を作成する API または CLI ステートメントにテンプレート ARN が指定されていない場合、デ
フォルトで EndEntityCertificate/V1 (p. 147) テンプレートが適用されます。使用可能な証明書テンプレー
トの詳細については、「証明書テンプレートについて (p. 131)」を参照してください。

ACM 証明書は公共の信頼に基づいて設計されていますが、AWS Private CAプライベート PKI のニーズに
応えます。そのため、AWS Private CA API と CLI を使用して ACM で許可されていない方法で証明書を設
定できます。これには以下が含まれます。
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• 任意のサブジェクト名で証明書を作成します。
• サポートされている秘密鍵アルゴリズムと鍵の長さのいずれかを使用する。
• サポートされている署名アルゴリズムのいずれかを使用する。
• プライベート CA とプライベート証明書の有効期間を指定します。

を使用してプライベート証明書を作成したらAWS Private CA、それを ACM にインポートして、AWSサ
ポートされているサービスで使用できます。

Note

以下の手順、issue-certificateコマンド、または IssueCertificateAPI アクションで作成された証明
書は、外部で使用するためにエクスポートすることはできませんAWS。ただし、プライベート 
CA を使用して ACM を通じて発行された証明書に署名し、それらの証明書をシークレットキーと
ともにエクスポートできます。詳細については、ACM ユーザーガイドの「プライベート証明書の
リクエスト」と「プライベート証明書のエクスポート」を参照してください。

標準証明書の発行 (AWS CLI)
AWS Private CACLI コマンド issue-certificate または API IssueCertificateアクションを使用して、エンド
エンティティ証明書をリクエストできます。このコマンドでは、証明書の発行に使用するプライベート 
CA の Amazon リソースネーム (ARN) が必要です。また、OpenSSL などのプログラムを使用して証明書
署名リクエスト (CSR) を生成する必要があります。

AWS Private CAAPI を使用したり、AWS CLIプライベート証明書を発行したりする場合、証明書は管理
されません。つまり、ACM コンソール、ACM CLI、または ACM API を使用して証明書を表示またはエ
クスポートすることはできず、証明書は自動的に更新されません。ただし、PCA get-certificate コマンド
を使用して証明書の詳細を取得できます。また、CA を所有している場合は、監査レポートを作成できま
す (p. 40)。

証明書を作成する際の考慮事項

• RFC 5280 に準拠している場合、指定するドメイン名 (技術的には Common Name) の長さは、ピリオド
を含む 64 オクテット (文字) を超えることはできません。より長いドメイン名を追加するには、「サブ
ジェクト代替名」フィールドにドメイン名を指定します。このフィールドでは、最大 253 オクテットの
名前がサポートされます。

• AWS CLIバージョン 1.6.3 以降を使用している場合は、CSR などの Base64fileb:// でエンコードさ
れた入力ファイルを指定するときにプレフィックスを使用してください。これにより、AWS Private CA
データが正しく解析されます。

次の OpenSSL コマンドは、証明書の CSR とプライベートキーを生成します。

$ openssl req -out csr.pem -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private-key.pem

CSR の内容は次の方法で確認できます。

$ openssl req -in csr.pem -text -noout

結果の出力は、次の簡略化された例のようになります。

Certificate Request: 
    Data: 
        Version: 0 (0x0) 
        Subject: C=US, O=Big Org, CN=example.com 
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        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                    00:ca:85:f4:3a:b7:5f:e2:66:be:fc:d8:97:65:3d: 
                    a4:3d:30:c6:02:0a:9e:1c:ca:bb:15:63:ca:22:81: 
                    00:e1:a9:c0:69:64:75:57:56:53:a1:99:ee:e1:cd: 
                    ... 
                    aa:38:73:ff:3d:b7:00:74:82:8e:4a:5d:da:5f:79: 
                    5a:89:52:e7:de:68:95:e0:16:9b:47:2d:57:49:2d: 
                    9b:41:53:e2:7f:e1:bd:95:bf:eb:b3:a3:72:d6:a4: 
                    d3:63 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        Attributes: 
            a0:00 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
         74:18:26:72:33:be:ef:ae:1d:1e:ff:15:e5:28:db:c1:e0:80: 
         42:2c:82:5a:34:aa:1a:70:df:fa:4f:19:e2:5a:0e:33:38:af: 
         21:aa:14:b4:85:35:9c:dd:73:98:1c:b7:ce:f3:ff:43:aa:11: 
         .... 
         3c:b2:62:94:ad:94:11:55:c2:43:e0:5f:3b:39:d3:a6:4b:47: 
         09:6b:9d:6b:9b:95:15:10:25:be:8b:5c:cc:f1:ff:7b:26:6b: 
         fa:81:df:e4:92:e5:3c:e5:7f:0e:d8:d9:6f:c5:a6:67:fb:2b: 
         0b:53:e5:22

次のコマンドでは、証明書が作成されます。テンプレートが指定されていないため、基本エンドエンティ
ティ証明書がデフォルトで発行されます。

$ aws acm-pca issue-certificate \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --csr fileb://csr.pem \ 
      --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" \ 
      --validity Value=365,Type="DAYS" 

発行された証明書の ARN が返されます:

{ 
   "CertificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID"
}

Note

AWS Private CAissue-certificateコマンドを受け取ると、シリアル番号を含む ARN をすぐに返し
ます。ただし、証明書の処理は非同期で行われるため、それでも失敗する可能性があります。こ
の場合、新しい ARNget-certificate を使用するコマンドも失敗します。

ApiPassThrough テンプレートを使用して、カスタム
サブジェクト名で証明書を発行します。
この例では、カスタマイズされたサブジェクト名要素を含む証明書が発行されます。のような CSR を指
定することに加えて、issue-certificateコマンドには 2 つの追加引数を渡します。1 つは ApiPassThrough 
テンプレートの ARN、もう 1 つはカスタム属性とそのオブジェクト識別子 (OID) を指定する JSON 設定
ファイルです。標準証明書の発行 (AWS CLI) (p. 120)StandardAttributesCustomAttributesと
組み合わせて使用することはできませんが、標準の OID をの一部として渡すことはできま
すCustomAttributes。デフォルトのサブジェクト名 OID を次の表に示します (RFC 4519 およびグロー
バル OID リファレンスデータベースからの情報)。
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サブジェクト名 略語 オブジェクト ID

countryName c 2.5.4.6

commonName cn 2.5.4.3

DN修飾子 [識別名修飾子] 2.5.4.46

ジェネレーション・クオリファ
イア

2.5.4.44

givenName 2.5.4.42

イニシャル 2.5.4.43

局所性 I 2.5.4.7

組織名 o 2.5.4.10

organizationalUnitName ou 2.5.4.11

仮名 2.5.4.65

シリアル番号 2.5.4.5

セット [状態] 2.5.4.8

姓 sn 2.5.4.4

title 2.5.4.12

ドメインコンポーネント dc 0.9.2342.19200300.100.1.25

userid 0.9.2342.19200300.100.1.1

api_passthrough_config.txtサンプル設定ファイルには、次のコードが含まれています。

{ 
  "Subject": { 
    "CustomAttributes": [ 
      { 
        "ObjectIdentifier": "2.5.4.6", 
        "Value": "US" 
      }, 
      { 
        "ObjectIdentifier": "1.3.6.1.4.1.37244.1.1", 
        "Value": "BCDABCDA12341234" 
      }, 
      { 
        "ObjectIdentifier": "1.3.6.1.4.1.37244.1.5", 
        "Value": "CDABCDAB12341234" 
      } 
    ] 
  }
}

次のコマンドを使用して証明書を発行します。

$ aws acm-pca issue-certificate \ 
      --validity Type=DAYS,Value=10 
      --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" \ 
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タムエクステンションを含む証明書を発行する

      --csr fileb://csr.pem \ 
      --api-passthrough file://api_passthrough_config.txt \ 
      --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/BlankEndEntityCertificate_APIPassthrough/V1 
 \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID

発行された証明書の ARN が返されます:

{ 
   "CertificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID"
}

次のように証明書をローカルで取得します。

$ aws acm-pca get-certificate \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --certificate-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID | \ 
      jq -r .'Certificate' > cert.pem

OpenSSL を使用して証明書の内容を取得できます。

$ openssl x509 -in cert.pem -text -noout

Note

発行する各証明書にカスタム属性を渡すプライベート CA を作成することもできます。

ApiPassThrough テンプレートを使用してカスタムエ
クステンションを含む証明書を発行する
この例では、カスタマイズされた拡張を含む証明書が発行されます。そのためには、issue-certificateコマ
ンドに 3 つの引数を渡す必要があります。1 つは ApiPassThrough テンプレートの ARN、カスタム拡張を
指定する JSON 設定ファイル、およびに示すような CSR標準証明書の発行 (AWS CLI) (p. 120) です。

api_passthrough_config.txtサンプル設定ファイルには、次のコードが含まれています。

{ 
  "Extensions": { 
    "CustomExtensions": [ 
      { 
        "ObjectIdentifier": "2.5.29.30", 
        "Value": "MBWgEzARgg8ucGVybWl0dGVkLnRlc3Q=", 
        "Critical": true 
      } 
    ] 
  }
}

カスタマイズされた証明書は次のように発行されます。

$ aws acm-pca issue-certificate \ 
      --validity Type=DAYS,Value=10  
      --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" \ 
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      --csr fileb://csr.pem \ 
      --api-passthrough file://api_passthrough_config.txt \ 
      --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate_APIPassthrough/V1 \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID 

発行された証明書の ARN が返されます:

{ 
   "CertificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID"
}

次のように証明書をローカルで取得します。

$ aws acm-pca get-certificate \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID \ 
      --certificate-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID | \ 
      jq -r .'Certificate' > cert.pem

OpenSSL を使用して証明書の内容を取得できます。

$ openssl x509 -in cert.pem -text -noout

プライベート証明書の取得
AWS Private CA API と AWS CLI を使用して、プライベート証明書を発行できます。その場合は、AWS 
CLI または AWS Private CA API を使用して証明書を取得できます。ACM を使用してプライベート CA を
作成し、証明書をリクエストした場合は、ACM を使用して証明書と暗号化されたプライベートキーをエク
スポートする必要があります。詳細については「プライベート証明書のエクスポート」を参照してくださ
い。

エンドエンティティ証明書を取得するには

get-certificateAWS CLI コマンドを使用して、プライベートエンドエンティティ証明書を取得しま
す。GetCertificateAPI オペレーションを使用することもできます。出力は sed のようなパーサーである jq
でフォーマットすることをおすすめします。

Note

証明書を取り消す場合は、get-certificate コマンドを使用して 16 進数形式のシリアル番号を取得
します。また、監査レポートを作成して 16 進数シリアル番号を取得することもできます。詳細に
ついては、「プライベート CA での監査レポートの使用 (p. 40)」を参照してください。

$ aws acm-pca get-certificate \ 
      --certificate-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID \ 
      --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID | \ 
      jq -r '.Certificate, .CertificateChain'

このコマンドは、証明書と証明書チェーンを次の標準形式で出力します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Base64-encoded certificate...
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-----END CERTIFICATE----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Base64-encoded certificate...
-----END CERTIFICATE----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Base64-encoded certificate...
-----END CERTIFICATE----    

CA 証明書を取得するには

AWS Private CA API および AWS CLI を使用してプライベート認証機関 (CA) の CA 証明書を
取得できます。get-certificate-authority-certificate コマンドを実行します。ま
た、GetCertificateAuthorityCertificate オペレーションを呼び出すこともできます。出力は sed 
のようなパーサーである jq でフォーマットすることをおすすめします。

$ aws acm-pca get-certificate-authority-certificate \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     | jq -r '.Certificate'  

このコマンドは、CA 証明書を次の標準形式で出力します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...Base64-encoded certificate...
-----END CERTIFICATE----

プライベート証明書の別リスト
プライベート証明書を一覧表示するには、監査レポートを生成して S3 バケットから取得し、必要に応じ
てレポートの内容を解析します。AWS Private CA監査レポートの作成については、を参照してくださいプ
ライベート CA での監査レポートの使用 (p. 40)。S3 バケットからオブジェクトを取得する方法について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのダウンロード」を参照してくだ
さい。

以下の例は、監査レポートを作成し、それを解析して有用なデータを見つける方法を示しています。結果
は JSON 形式でフォーマットされ、データは sed のようなパーサーである jq を使用してフィルタリング
されます。

1. 監査レポートを作成します。

次のコマンドは、指定した CA の監査レポートを生成します。

$ aws acm-pca create-certificate-authority-audit-report \ 
     --region region \      
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \ 
     --s3-bucket-name bucket_name \ 
     --audit-report-response-format JSON

成功すると、このコマンドは新しい監査レポートの ID と場所を返します。

{ 
   "AuditReportId":"audit_report_ID", 
   "S3Key":"audit-report/CA_ID/audit_report_ID.json"
}

2. 監査レポートを取得してフォーマットします。
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このコマンドは、監査レポートを取得し、その内容を標準出力に表示し、結果をフィルタリングして 
2020-12-01 以降に発行された証明書のみを表示します。

$ aws s3api get-object \ 
     --region region \ 
     --bucket bucket_name \ 
     --key audit-report/CA_ID/audit_report_ID.json \ 
     /dev/stdout | jq '.[] | select(.issuedAt >= "2020-12-01")'

返品された商品は以下のようになります。

{ 
   "awsAccountId":"account", 
   "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial":"serial_number", 
   "subject":"CN=pca.alpha.root2.leaf5", 
   "notBefore":"2020-12-21T21:28:09+0000", 
   "notAfter":"9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt":"2020-12-21T22:28:09+0000", 
   "templateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}

3. 監査レポートをローカルに保存します。

複数のクエリを実行する場合は、監査レポートをローカルファイルに保存すると便利です。

$ aws s3api get-object \ 
     --region region \ 
     --bucket bucket_name \ 
     --key audit-report/CA_ID/audit_report_ID.json > my_local_audit_report.json

以前と同じフィルターでも同じ出力が得られます。

$ cat my_local_audit_report.json | jq '.[] | select(.issuedAt >= "2020-12-01")'
{ 
   "awsAccountId":"account", 
   "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial":"serial_number", 
   "subject":"CN=pca.alpha.root2.leaf5", 
   "notBefore":"2020-12-21T21:28:09+0000", 
   "notAfter":"9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt":"2020-12-21T22:28:09+0000", 
   "templateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}

4. 日付範囲内のクエリ

次のように、日付範囲内で発行された証明書を照会できます。

$ cat my_local_audit_report.json | jq '.[] | select(.issuedAt >= "2020-11-01" and .issuedAt 
 <= "2020-11-10")'

フィルタリングされたコンテンツは標準出力に表示されます。

{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
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   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.leaf1", 
   "notBefore": "2020-11-06T19:18:21+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T20:18:22+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}
{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.rsa2048sha256", 
   "notBefore": "2020-11-06T19:15:46+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T20:15:46+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1"
}
{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.leaf2", 
   "notBefore": "2020-11-06T20:04:39+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T21:04:39+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}

5. 指定したテンプレートに従って証明書を検索します。

次のコマンドは、テンプレート ARN を使用してレポートコンテンツをフィルタリングします。

$ cat my_local_audit_report.json | jq '.[] | select(.templateArn == "arn:aws:acm-
pca:::template/RootCACertificate/V1")'

出力には、一致する証明書レコードが表示されます。

{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.rsa2048sha256", 
   "notBefore": "2020-11-06T19:15:46+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T20:15:46+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1"
}

6. 失効した証明書のフィルター

失効した証明書をすべて検索するには、次のコマンドを使用します。

$ cat my_local_audit_report.json | jq '.[] | select(.revokedAt != null)'

失効した証明書は次のように表示されます。

{ 
   "awsAccountId": "account", 
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   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.leaf2", 
   "notBefore": "2020-11-06T20:04:39+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T21:04:39+0000", 
   "revokedAt": "2021-05-27T18:57:32+0000", 
   "revocationReason": "UNSPECIFIED", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}

7. 正規表現を使用してフィルタリングします。

次のコマンドは、文字列「leaf」を含むサブジェクト名を検索します。

$ cat my_local_audit_report.json | jq '.[] | select(.subject|test("leaf"))'

一致する証明書レコードは次のように返されます。

{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.roo2.leaf4", 
   "notBefore": "2020-11-16T18:17:10+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-16T19:17:12+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}
{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.leaf5", 
   "notBefore": "2020-12-21T21:28:09+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-12-21T22:28:09+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}
{ 
   "awsAccountId": "account", 
   "certificateArn": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
   "serial": "serial_number", 
   "subject": "CN=pca.alpha.root2.leaf1", 
   "notBefore": "2020-11-06T19:18:21+0000", 
   "notAfter": "9999-12-31T23:59:59+0000", 
   "issuedAt": "2020-11-06T20:18:22+0000", 
   "templateArn": "arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"
}

プライベート証明書とその秘密鍵のエクスポート
AWS Private CA署名して発行したプライベート証明書を直接エクスポートすることはできません。ただ
し、AWS Certificate Managerを使用してこのような証明書を暗号化された秘密鍵とともにエクスポートで
きます。これで、証明書は完全に移植可能になり、プライベート PKI のどこにでも展開できます。詳細に
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ついては、AWS Certificate Managerユーザーガイドのプライベート証明書のエクスポートを参照してくだ
さい。

追加の利点として、AWS Certificate Manager ACM コンソール、ACM APIRequestCertificate のア
クション、またはの ACMrequest-certificateAWS CLI セクションのコマンドを使用して発行されたプライ
ベート証明書の更新を管理できます。更新の詳細については、「プライベート PKI での証明書の更新」を
参照してください。

プライベート証明書の取り消す
AWS Private CA証明書は revoke-certificateAWS CLI コマンドまたは RevokeCertificateAPI アクションを
使用して取り消すことができます。たとえば、秘密鍵が漏洩したり、関連するドメインが無効になったり
した場合、予定されている有効期限が切れる前に証明書を取り消す必要がある場合があります。失効を効
果的に行うには、証明書を使用するクライアントが安全なネットワーク接続を構築しようとするたびに失
効ステータスを確認する方法が必要です。

AWS Private CA失効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効
効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効効 OCSP では、クライアントはリアルタイムでス
テータスを返す権限のある失効データベースに問い合わせます。CRL を使用すると、クライアントは証明
書を、定期的にダウンロードして保存する失効した証明書のリストと照合します。クライアントは、失効
効した証明書の受け入れを拒否します。

OCSP と CRL はどちらも、証明書に埋め込まれた検証情報に依存します。このため、発行元 CA は、
発行前にこれらのメカニズムのいずれかまたは両方をサポートするように設定する必要があります。に
よるマネージド失効の選択と実装についてはAWS Private CA、を参照してください証明書失効方法の設
定 (p. 60)。

AWS Private CA失効した証明書は常に監査レポートに記録されます。
Note

クロスアカウント証明書発行者には (p. 18)、発行する証明書を取り消すための追加の権限が必要
です。それ以外の場合は、CA 所有者が失効を実行する必要があります。クロスアカウント発行者
による取り消しを有効にするには、CA 管理者が同じ CA を指す 2 つの RAM 共有を作成する必要
があります。

1. AWSRAMRevokeCertificateCertificateAuthority許可を得たシェア。
2. AWSRAMDefaultPermissionCertificateAuthority許可を得たシェア。

証明書を取り消すには

RevokeCertificateAPI アクションまたは revoke-certificate コマンドを使用して、プライベート PKI 証明
書を取り消します。シリアル番号は 16 進形式である必要があります。get-certificate コマンドを呼び出し
て、シリアル番号を取得できます。revoke-certificate コマンドはレスポンスを返しません。

$ aws acm-pca revoke-certificate \ 
     --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \  
     --certificate-serial serial_number \  
     --revocation-reason "KEY_COMPROMISE" 

失効した証明書と OCSP
証明書を取り消したときに、OCSP の応答が新しいステータスに反映されるまでに最大 60 分かかる場合
があります。一般に、クライアントが何日もキャッシュできる CRL とは異なり、OCSP 応答は通常クラ
イアントによってキャッシュされないため、OCSP は失効情報のより高速な配布をサポートする傾向があ
ります。
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CRL で取り消された証明書
CRL は通常、証明書が取り消された約 30 分後に更新されます。なんらかの理由で CRL の更新に失敗した
場合、15AWS Private CA 分ごとに試行を行います。

Amazon では CloudWatch、CRLGeneratedメトリックスやのアラームを作成できま
すMisconfiguredCRLBucket。詳細については、「」 CloudWatch を参照してください。CRL の作成と
設定の詳細については、「証明書失効リスト (CRL) を計画する (p. 62)」を参照してください。

以下の例には、証明書失効リスト (CRL) の取り消された証明書を示しています。

Certificate Revocation List (CRL): 
        Version 2 (0x1) 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
        Issuer: /C=US/ST=WA/L=Seattle/O=Examples LLC/OU=Corporate Office/CN=www.example.com 
        Last Update: Jan 10 19:28:47 2018 GMT 
        Next Update: Jan  8 20:28:47 2028 GMT 
        CRL extensions: 
            X509v3 Authority key identifier: 
                keyid:3B:F0:04:6B:51:54:1F:C9:AE:4A:C0:2F:11:E6:13:85:D8:84:74:67 

            X509v3 CRL Number: 
                1515616127629
Revoked Certificates: 
    Serial Number: B17B6F9AE9309C51D5573BCA78764C23 
        Revocation Date: Jan  9 17:19:17 2018 GMT 
        CRL entry extensions: 
            X509v3 CRL Reason Code: 
                Key Compromise 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
         21:2f:86:46:6e:0a:9c:0d:85:f6:b6:b6:db:50:ce:32:d4:76: 
         99:3e:df:ec:6f:c7:3b:7e:a3:6b:66:a7:b2:83:e8:3b:53:42: 
         f0:7a:bc:ba:0f:81:4d:9b:71:ee:14:c3:db:ad:a0:91:c4:9f: 
         98:f1:4a:69:9a:3f:e3:61:36:cf:93:0a:1b:7d:f7:8d:53:1f: 
         2e:f8:bd:3c:7d:72:91:4c:36:38:06:bf:f9:c7:d1:47:6e:8e: 
         54:eb:87:02:33:14:10:7f:b2:81:65:a1:62:f5:fb:e1:79:d5: 
         1d:4c:0e:95:0d:84:31:f8:5d:59:5d:f9:2b:6f:e4:e6:60:8b: 
         58:7d:b2:a9:70:fd:72:4f:e7:5b:e4:06:fc:e7:23:e7:08:28: 
         f7:06:09:2a:a1:73:31:ec:1c:32:f8:dc:03:ea:33:a8:8e:d9: 
         d4:78:c1:90:4c:08:ca:ba:ec:55:c3:00:f4:2e:03:b2:dd:8a: 
         43:13:fd:c8:31:c9:cd:8d:b3:5e:06:c6:cc:15:41:12:5d:51: 
         a2:84:61:16:a0:cf:f5:38:10:da:a5:3b:69:7f:9c:b0:aa:29: 
         5f:fc:42:68:b8:fb:88:19:af:d9:ef:76:19:db:24:1f:eb:87: 
         65:b2:05:44:86:21:e0:b4:11:5c:db:f6:a2:f9:7c:a6:16:85: 
         0e:81:b2:76

監査レポートの取り消された証明書
取り消した証明書を含むすべての証明書には、プライベート CA の監査レポートが含まれます。次の例で
は、1 つの発行証明書および 1 つの取り消した証明書の監査レポートを示しています。詳細については、
「プライベート CA での監査レポートの使用 (p. 40)」を参照してください。

[ 
   { 
      "awsAccountId":"account", 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
      "serial":"serial_number", 
      
 "Subject":"1.2.840.113549.1.9.1=#161173616c6573406578616d706c652e636f6d,CN=www.example1.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US", 
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      "notBefore":"2018-02-26T18:39:57+0000", 
      "notAfter":"2019-02-26T19:39:57+0000", 
      "issuedAt":"2018-02-26T19:39:58+0000", 
      "revokedAt":"2018-02-26T20:00:36+0000", 
      "revocationReason":"KEY_COMPROMISE" 
   }, 
   { 
      "awsAccountId":"account", 
      "certificateArn":"arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID", 
      "serial":"serial_number", 
      
 "Subject":"1.2.840.113549.1.9.1=#161970726f64407777772e70616c6f75736573616c65732e636f6d,CN=www.example3.com.com,OU=Sales,O=Example 
 Company,L=Seattle,ST=Washington,C=US", 
      "notBefore":"2018-01-22T20:10:49+0000", 
      "notAfter":"2019-01-17T21:10:49+0000", 
      "issuedAt":"2018-01-22T21:10:49+0000" 
   }
]

更新された証明書のエクスポートの自動化
AWS Private CAを使用して CA を作成すると、その CAAWS Certificate Manager をにインポートし
て、ACM に証明書の発行と更新を管理させることができます。更新中の証明書が統合サービスに関連付
けられている場合、サービスは新しい証明書をシームレスに適用します。ただし、証明書が元々PKI環境
の他の場所（オンプレミスのサーバーやアプライアンスなど）で使用するためにエクスポートされた場合
は、更新後に再度エクスポートする必要があります。

Amazon EventBridge とAWS Lambda を使用して ACM エクスポートプロセスを自動化するサンプルソ
リューションについては、「更新された証明書のエクスポートの自動化」を参照してください。

証明書テンプレートについて
AWS Private CA設定テンプレートを使用して CA 証明書とエンドエンティティ証明書の両方を発行しま
す。PCA コンソールから CA 証明書を発行すると、適切なルート CA 証明書テンプレートまたは下位 CA 
証明書テンプレートが自動的に適用されます。

CLI または API を使用して証明書を発行すると、IssueCertificateアクションのパラメーターとしてテ
ンプレート ARN を指定できます。ARN を指定しない場合、EndEntityCertificate/V1テンプレート
はデフォルトで適用されます。詳細については、IssueCertificateAPI と issue-certificate コマンドのドキュ
メントを参照してください。

Note

AWS Certificate Managerプライベート CA へのクロスアカウント共有アクセス権を持つ (ACM) 
ユーザーは、CA によって署名されたマネージド証明書を発行できます。クロスアカウント発行者
はリソースベースのポリシーによって制約され、以下のエンドエンティティ証明書テンプレート
にのみアクセスできます。

• EndEntityCertificate/V1 (p. 147)
• EndEntityClientAuthCertificate/V1 (p. 149)
• EndEntityServerAuthCertificate/V1 (p. 151)
• BlankEndEntityCertificate_API パススルー/v1 (p. 138)
• BlankEndEntityCertificate_PICSR パススルー/v1 (p. 138)
• 下位 CA 証明書 _PathLen 0/V1 (p. 156)
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詳細については、「リソースベースのポリシー (p. 19)」を参照してください。

トピック
• テンプレートの種類 (p. 132)
• テンプレートの順序 (p. 137)
• テンプレート定義 (p. 137)

テンプレートの種類
AWS Private CA4 種類のテンプレートをサポートします。

• ベーステンプレート

パススルーパラメータを使用できない定義済みのテンプレート。
• CSR パススルーテンプレート

CSR パススルーを許可することにより、対応するベーステンプレートバージョンを拡張するテンプ
レート。証明書の発行に使用される CSR のエクステンションは、発行された証明書にコピーされま
す。CSR にテンプレート定義と矛盾する拡張値が含まれている場合は、テンプレート定義の優先順位が
常に高くなります。優先度の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートの順序 (p. 137)。

• API パススルーテンプレート

API パススルーを許可することで、対応するベーステンプレートバージョンを拡張するテンプレート。
管理者やその他の中間システムに知られている動的値は、証明書を要求するエンティティにはわからな
い場合や、テンプレートで定義できない場合や、CSR で使用できない場合があります。ただし、CA 管
理者は Active Directory などの別のデータソースから追加情報を取得してリクエストを完了することがで
きます。たとえば、マシンが所属する組織単位がわからない場合、管理者は Active Directory で情報を検
索し、その情報を JSON 構造に含めることで証明書リクエストに追加できます。

ApiPassthroughIssueCertificateアクションのパラメータの値は、発行された証明書にコピーさ
れます。ApiPassthroughパラメータにテンプレート定義と矛盾する情報が含まれている場合は、常に
テンプレート定義の優先順位が高くなります。優先度の詳細については、「」を参照してくださいテン
プレートの順序 (p. 137)。

• APICSR パススルーテンプレート

API と CSR の両方のパススルーを許可することで、対応するベーステンプレートバージョンを拡
張するテンプレート。証明書の発行に使用された CSR の拡張子は発行された証明書にコピーさ
れ、ApiPassthroughIssueCertificateアクションのパラメータの値もコピーされます。テンプ
レート定義、API パススルー値、および CSR パススルー拡張に矛盾がある場合は、テンプレート定義
が最も優先され、次に API パススルー値、CSR パススルー拡張が続きます。優先度の詳細については、
「」を参照してくださいテンプレートの順序 (p. 137)。

以下の表は、AWS Private CAでサポートされているすべてのテンプレートタイプとその定義へのリンクを
示しています。

Note

GovCloud リージョンのテンプレート ARN の詳細については、AWS GovCloud (US)ユーザーガ
イドの「AWS Certificate Manager プライベート認証局」を参照してください。

基本テンプレート

テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

CodeSigningCertificate/V1 (p. 145) arn:aws:acm-pca:::template/
CodeSigningCertificate/V1

コード署名
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テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

EndEntityCertificate/V1 (p. 147) arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityCertificate/V1

エンドエンティティ

EndEntityClientAuthCertificate/
V1 (p. 149)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityClientAuthCertificate/
V1

エンドエンティティ

EndEntityServerAuthCertificate/
V1 (p. 151)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityServerAuthCertificate/
V1

エンドエンティティ

OCSPSigningCertificate /
V1 (p. 153)

arn:aws:acm-pca:::template/
OCSPSigningCertificate/V1

OCSP 署名

RootCACertificate/V1 (p. 155) arn:aws:acm-pca:::template/
RootCACertificate/V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 0/
V1 (p. 156)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 1/
V1 (p. 158)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen1/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 2/
V1 (p. 160)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen2/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 3/
V1 (p. 162)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen3/
V1

CA

CSR パススルーテンプレート

テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankEndEntityCertificate_CSR パス
スルー/v1 (p. 140)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_CSRPassthrough/
V1 (p. 139)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_CSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 0_CSR パススルー/
v1 (p. 140)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen0_CSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 1_CSR パススルー/
v1 (p. 142)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen1_CSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 2_CSR パススルー/
v1 (p. 143)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen2_CSRPassthrough/
V1

CA
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テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 3_CSR パススルー/
v1 (p. 144)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen3_CSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 1_APICSR パススルー/
v1 (p. 142)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen1_APICSRPassthrough/
V1

CA

CodeSigningCertificate_CSR パスス
ルー/v1 (p. 147)

arn:aws:acm-pca:::template/
CodeSigningCertificate_CSRPassthrough/
V1

コード署名

EndEntityCertificate_CSR パスス
ルー/v1 (p. 149)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityCertificate_CSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityClientAuthCertificate_CSR 
パススルー/v1 (p. 151)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityClientAuthCertificate_CSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityServerAuthCertificate_CSR 
パススルー/v1 (p. 153)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityServerAuthCertificate_CSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

OCSPSigningCertificate _CSR パス
スルー/v1 (p. 155)

arn:aws:acm-pca:::template/
OCSPSigningCertificate_CSRPassthrough/
V1

OCSP 署名

下位 CA 証明書 _PathLen 0_CSR パ
ススルー/v1 (p. 158)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0_CSRPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 1_CSR パ
ススルー/v1 (p. 160)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen1_CSRPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 2_CSR パ
ススルー/v1 (p. 161)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen2_CSRPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 3_CSR パ
ススルー/v1 (p. 163)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen3_CSRPassthrough/
V1

CA

API パススルーテンプレート

テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 (p. 138)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_APIPassthrough/
V1

エンドエンティティ
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テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints 
_APIPassthrough/V1 (p. 139)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APIPassthrough/
V1

エンドエンティティ

CodeSigningCertificate_API パスス
ルー/v1 (p. 146)

arn:aws:acm-pca:::template/
CodeSigningCertificate_APIPassthrough/
V1

コード署名

EndEntityCertificate_API パススルー/
v1 (p. 148)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityCertificate_APIPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityClientAuthCertificate_API パ
ススルー/v1 (p. 150)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityClientAuthCertificate_APIPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityServerAuthCertificate_API 
パススルー/v1 (p. 152)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityServerAuthCertificate_APIPassthrough/
V1

エンドエンティティ

OCSPSigningCertificate _API パスス
ルー/v1 (p. 154)

arn:aws:acm-pca:::template/
OCSPSigningCertificate_APIPassthrough/
V1

OCSP 署名

ルート CA 証明書 _API パススルー/
v1 (p. 156)

arn:aws:acm-pca:::template/
RootCACertificate_APIPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 0_API パス
スルー/v1 (p. 157)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0_APIPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 0_API パススルー/
v1 (p. 141)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen0_APIPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 1_API パス
スルー/v1 (p. 159)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen1_APIPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 1_API パススルー/
v1 (p. 141)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen1_APIPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 2_API パス
スルー/v1 (p. 161)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen2_APIPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明
書 _PathLen 2_API パスス
ルー (p. 143)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen2_APIPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 3_API パス
スルー (p. 163)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen3_APIPassthrough/
V1

CA
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テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 3_API パススルー/
v1 (p. 144)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen3_APIPassthrough/
V1

CA

APIC SR パススルーテンプレート

テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

BlankEndEntityCertificate_PICSR パ
ススルー/v1 (p. 138)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_APICSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

     

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APICSRPassthrough/
V1 (p. 139)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APICSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

CodeSigningCertificate_PICSR パス
スルー/v1 (p. 146)

arn:aws:acm-pca:::template/
CodeSigningCertificate_APICSRPassthrough/
V1

コード署名

EndEntityCertificate_PICSR パスス
ルー/v1 (p. 148)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityCertificate_APICSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityClientAuthCertificate_PICSR 
パススルー/v1 (p. 150)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityClientAuthCertificate_APICSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

EndEntityServerAuthCertificate_PICSR 
パススルー/v1 (p. 152)

arn:aws:acm-pca:::template/
EndEntityServerAuthCertificate_APICSRPassthrough/
V1

エンドエンティティ

OCSPSigningCertificate _APICSR パ
ススルー/v1 (p. 154)

arn:aws:acm-pca:::template/
OCSPSigningCertificate_APICSRPassthrough/
V1

OCSP 署名

下位 CA 証明書 _PathLen 0_APICSR 
パススルー/v1 (p. 157)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0_APICSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 0_APICSR パススルー/
v1 (p. 141)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen0_APICSRPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 1_APICSR 
パススルー/v1 (p. 159)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen1_APICSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 1_APICSR パススルー/
v1 (p. 142)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen1_APICSRPassthrough/
V1

CA
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テンプレート名 テンプレート ARN 証明書タイプ

下位 CA 証明書 _PathLen 2_APICSR 
パススルー/V1/v1 (p. 161)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen2_APICSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 2_APICSR パススルー/
v1 (p. 144)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen2_APICSRPassthrough/
V1

CA

下位 CA 証明書 _PathLen 3_APICSR 
パススルー/v1 (p. 162)

arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen3_APICSRPassthrough/
V1

CA

BlankSubordinateCA 証明書 
_PathLen 3_APICSR パススルー/
v1 (p. 145)

arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen3_APICSRPassthrough/
V1

CA

テンプレートの順序
発行された証明書に含まれる情報は、テンプレート定義、API パススルー、CSR パススルー、CA 設定の 
4 つのソースから取得できます。

API パススルー値は、API パススルーまたは APICSR パススルーテンプレートを使用する場合にのみ適用
されます。CSR パススルーは、CSR パススルーまたは APICSR パススルーテンプレートを使用する場合
にのみ適用されます。これらの情報源が矛盾している場合、通常、一般的なルールが適用されます。各拡
張値について、テンプレート定義が最も優先され、次に API パススルー値が続き、次に CSR パススルー
拡張が続きます。

例

1. EndEntityClientAuthCertificate_ApiPassThrough (p. 150) のテンプレート定義では、「TLS ウェブサー
バー認証、TLS ウェブクライアント認証」 ExtendedKeyUsage という値でエクステンションを定義し
ています。が CSR ExtendedKeyUsage IssueCertificateApiPassthrough またはパラメータで定
義されている場合、ApiPassthrough ExtendedKeyUsage の値はテンプレート定義が優先されるため
無視されます。値の CSR の値は、テンプレートが CSR パススルーの種類ではないため無視されます。 
ExtendedKeyUsage

Note

それでも、テンプレート定義は、件名や件名の代替名など、CSR の他の値をコピーします。テ
ンプレート定義が常に最優先されるため、テンプレートが CSR パススルーの種類ではない場
合でも、これらの値は CSR から取得されます。

2. EndEntityClientAuthCertificate_APICSRPassthrough (p. 150) のテンプレート定義では、サブジェクト
代替名 (SAN) 拡張子が API または CSR からコピーされたものとして定義されています。SAN 拡張が 
CSR で定義され、IssueCertificate ApiPassthroughパラメータで指定されている場合、API パ
ススルー値が CSR パススルー値よりも優先されるため、API パススルー値が優先されます。

テンプレート定義
以下のセクションでは、AWS Private CAサポートされている証明書テンプレートに関する設定の詳細につ
いて説明します。
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BlankEndEntityCertificate_API パススルー/v1 定義
空白のエンドエンティティ証明書テンプレートでは、X.509 Basic 制約のみが存在するエンドエンティ
ティ証明書を発行できます。AWS Private CAこれは発行できる最も単純なエンドエンティティ証明書です
が、API 構造を使用してカスタマイズできます。基本制約拡張は、証明書が CA 証明書であるかどうかを
定義します。エンドエンティティ証明書テンプレートが空白の場合、ベーシック制約の値が FALSE に設
定され、CA 証明書ではなくエンドエンティティ証明書が発行されるようになります。

空白のパススルーテンプレートは、キー使用量 (KU) と拡張キー使用法 (EKU) に特定の値を必
要とするスマートカード証明書を発行する場合に便利です。たとえば、拡張キーの使用にはク
ライアント認証とスマートカードによるログオンが必要で、キーの使用にはデジタル署名、
否認防止、およびキーの暗号化が必要な場合があります。他のパススルーテンプレートとは異
なり、空白のエンドエンティティ証明書テンプレートでは KU および EKU 拡張を設定できま
す。KU にはサポートされている 9 つの値 (デジタル署名、否認防止、キー暗号化、データ暗号
化、KeyAgreement、CrlSign、EncipherOnly、DecipherOnly、DecipherOnly) のいずれかを使用で
き、EKU にはサポートされている任意の値 (ServerAuth、ClientAuth、ClientAuth、コードデザイン、メー
ル保護、タイムスタンプ、OCSP 署名) とカスタムエクステンション。 keyCertSign

BlankEndEntityCertificate_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankEndEntityCertificate_APICSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankEndEntityCertificate_PICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]
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* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints _APICSR パス
スルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APICSRPassthrough/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 クリティカル、CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA コンフィギュレーション、API、または CSR 
からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_API パススルー/v1 定義

空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APIPassthrough/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 クリティカル、CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 設定または API からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints _CSR パススルー/v1 定義

空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。
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BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_CSRPassthrough/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 クリティカル、CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankEndEntityCertificate_CSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankEndEntityCertificate_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA: 偽

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_CSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]
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X509v3 パラメーター 値

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_APICSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_API パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。
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BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_CSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_APICSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 1_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]
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X509v3 パラメーター 値

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_API パススルー/v1 定義

空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_CSR パススルー/v1 定義

空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。
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BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_APICSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 2_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_API パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_CSR パススルー/v1 定義
空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]
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X509v3 パラメーター 値

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_APICSR パススルー/v1 定義

空白テンプレートの一般情報については、「」を参照してくださいBlankEndEntityCertificate_API パスス
ルー/v1 定義 (p. 138)。

BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 3_APICSR パススルー

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

CodeSigningCertificate/V1 定義

このテンプレートは、コード署名用の証明書を作成するために使用されます。AWS Private CA のコード
署名証明書は、プライベート CA インフラストラクチャに基づくコード署名ソリューションで使用できま
す。たとえば、AWS Private CA のコード署名を使用している顧客は、AWS IoT でコード署名証明書を生
成し、AWS Certificate Manager にインポートできます。詳細については、「AWS IoT のコード署名とは
何ですか?」および「コード署名証明書を取得およびインポートする」を参照してください。

CodeSigningCertificate/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]
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X509v3 パラメーター 値

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法 クリティカル、コード署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

CodeSigningCertificate_APICSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは CodeSigningCertificate /V1 を拡張して API と CSR のパススルー値をサポートしま
す。

CodeSigningCertificate_PICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法 クリティカル、コード署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

CodeSigningCertificate_API パススルー/v1 定義
このテンプレートはテンプレートと同じですが、1 つの違いがあります。このテンプレートでは、テン
プレートで拡張が指定されていない場合、追加の拡張を APIAWS Private CA を介して証明書に渡しま
す。CodeSigningCertificateテンプレートで指定された拡張子は、常に API の拡張よりも優先されま
す。

CodeSigningCertificate_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]
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X509v3 パラメーター 値

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法 クリティカル、コード署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

CodeSigningCertificate_CSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは CodeSigningCertificate テンプレートと同じですが、違いが 1 つあります。こ
のテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は証明書署名
リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機能は、常に 
CSR 内の拡張機能を上書きします。

CodeSigningCertificate_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法 クリティカル、コード署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityCertificate/V1 定義
このテンプレートは、オペレーティングシステムやウェブサーバーなどのエンドエンティティの証明書を
作成するために使用されます。

EndEntityCertificate/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]
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X509v3 パラメーター 値

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法 TLS ウェブサーバー認証、TLS ウェブクライアン
ト認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityCertificate_APICSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは EndEntityCertificate /V1 を拡張して API と CSR のパススルー値をサポートします。

EndEntityCertificate_PICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法 TLS ウェブサーバー認証、TLS ウェブクライアン
ト認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityCertificate_API パススルー/v1 定義

このテンプレートはテンプレートと同じですが、1 つの違いがあります。このテンプレートでは、テン
プレートで拡張が指定されていない場合、追加の拡張を APIAWS Private CA を介して証明書に渡しま
す。EndEntityCertificateテンプレートで指定された拡張子は、常に API の拡張よりも優先されま
す。

EndEntityCertificate_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]
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X509v3 パラメーター 値

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法 TLS ウェブサーバー認証、TLS ウェブクライアン
ト認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityCertificate_CSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityCertificate テンプレートと同じですが、違いが 1 つあります。この
テンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は証明書署名リ
クエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機能は、常に 
CSR 内の拡張機能を上書きします。

EndEntityCertificate_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証キー識別子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブサーバー認証、TLS ウェブクライアン
ト認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityClientAuthCertificate/V1 定義
EndEntityCertificateこのテンプレートと唯一異なるのは、TLS Web クライアント認証に限定される 
Extended key Usage の値だけです。

EndEntityClientAuthCertificate/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE
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X509v3 パラメーター 値

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブクライアント認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityClientAuthCertificate_APICSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityClientAuthCertificate /V1 を拡張して API と CSR のパススルー値をサポート
します。

EndEntityClientAuthCertificate_PICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブクライアント認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityClientAuthCertificate_API パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityClientAuthCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあ
ります。このテンプレートでは、テンプレートで拡張が指定されていない場合、追加の拡張を APIAWS 
Private CA を介して証明書に渡します。テンプレートで指定された拡張子は、常に API の拡張よりも優先
されます。

EndEntityClientAuthCertificate_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE
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X509v3 パラメーター 値

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブクライアント認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityClientAuthCertificate_CSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityClientAuthCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあ
ります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は証
明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機能
は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。

EndEntityClientAuthCertificate_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブクライアント認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityServerAuthCertificate/V1 定義
EndEntityCertificateこのテンプレートと唯一異なるのは、TLS Web サーバー認証に限定される 
Extended key Usage の値だけです。

EndEntityServerAuthCertificate/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE
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X509v3 パラメーター 値

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブサーバー認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

EndEntityServerAuthCertificate_APICSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityServerAuthCertificate /V1 を拡張して API と CSR のパススルー値をサポー
トします。

EndEntityServerAuthCertificate_PICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブサーバー認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityServerAuthCertificate_API パススルー/v1 定義
このテンプレートは EndEntityServerAuthCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあ
ります。このテンプレートでは、テンプレートで拡張が指定されていない場合、追加の拡張を APIAWS 
Private CA を介して証明書に渡します。テンプレートで指定された拡張子は、常に API の拡張よりも優先
されます。

EndEntityServerAuthCertificate_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE
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X509v3 パラメーター 値

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブサーバー認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

EndEntityServerAuthCertificate_CSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは EndEntityServerAuthCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあ
ります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は証
明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機能
は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。

EndEntityServerAuthCertificate_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名、鍵の暗号化

キー使用法の延長 TLS ウェブサーバー認証

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

OCSPSigningCertificate /V1 定義

このテンプレートは、OCSP 応答に署名するための証明書を作成するために使用されます。テンプレート
はテンプレートと同じですが、Extended key use の値にコード署名の代わりに OCSP 署名が指定されてい
る点が異なります。CodeSigningCertificate

OCSPSigningCertificate /V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]
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X509v3 パラメーター 値

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法の延長 重要な OCSP 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

OCSPSigningCertificate _APICSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは、OCSPSigningCertificate /V1 を拡張して API と CSR のパススルー値をサポートしま
す。

OCSPSigningCertificate _APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法の延長 重要な OCSP 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

OCSPSigningCertificate _API パススルー/v1 定義

このテンプレートは OCSPSigningCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあります。こ
のテンプレートでは、テンプレートで拡張が指定されていない場合、追加の拡張を APIAWS Private CA を
介して証明書に渡します。テンプレートで指定された拡張子は、常に API の拡張よりも優先されます。

OCSPSigningCertificate _API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]
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X509v3 パラメーター 値

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法の延長 重要な OCSP 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

OCSPSigningCertificate _CSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは OCSPSigningCertificate テンプレートと同じですが、 違いが 1 つあります。こ
のテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は証明書署名
リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機能は、常に 
CSR 内の拡張機能を上書きします。

OCSPSigningCertificate _CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 CA:FALSE

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名

キー使用法の延長 重要な OCSP 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA で CRL 生成が有効に設定されている場合にのみテンプ
レートに含まれます。

RootCACertificate /V1 定義

このテンプレートは、自己署名ルート CA 認定を交付するために使用されます。CA 認定には、証明書が 
CA 認定の交付に使用できることを指定するために、[CA] フィールドが TRUE に設定された、重要な基本
制約拡張機能が含まれています。テンプレートではパスの長さ (pathLenConstraint (p. 288)) が指定され
ていません。これは、future 階層の拡張を妨げる可能性があるためです。CA 認定を TLS クライアントま
たはサーバー証明書として使用できないようにするため、拡張キーの使用は除外されます。自己署名証明
書を取り消すことができないため、CRL 情報は指定されません。
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RootCACertificate/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名 keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント 該当なし

ルート CA 証明書_API パススルー/v1 定義

このテンプレートは RootCACertificate v1 を拡張して API パススルー値をサポートします。

ルート CA 証明書 _API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE

認証子 [API からのパススルー]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名 keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* 該当なし

下位 CA 証明書 _PathLen 0/V1 定義

このテンプレートは、パスの長さが 0 の下位 CA 認定を交付するために使用されます。CA 証明書には、
証明書を CATRUE 証明書の発行に使用できることを示すために CA フィールドが 0 に設定された、重要な
基本制約拡張が含まれています。拡張キーの使用法が含まれていないため、CA 認定が TLS クライアント
またはサーバー証明書として使用されなくなります。

証明パスの詳細については、「証明パスに長さの制約を設定する」を参照してください。

下位 CA 証明書 _PathLen 0/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証子 [CA認定スキー証明書]
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X509v3 パラメーター 値

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_APICSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは、SubordinateCACertificate_PathLen 0/V1 を拡張して API と CSR のパススルー値を
サポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1 定義

このテンプレートは、下位CA証明書_PathLen 0/V1を拡張してAPIパススルー値をサポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]
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* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_CSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは SubordinateCACertificate_PathLen0 テンプレートと同じですが、違いが 1 つ
あります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は
証明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機
能は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。

Note

カスタムの追加拡張を含む CSR は、外部で作成する必要がありますAWS Private CA。

下位 CA 証明書 _PathLen 0_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 0

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 1/V1 定義

このテンプレートは、パスの長さが 0 の下位 CA 認定を交付するために使用されます。CA 証明書には、
証明書を CATRUE 証明書の発行に使用できることを示すために CA フィールドが 0 に設定された、重要な
基本制約拡張が含まれています。拡張キーの使用法が含まれていないため、CA 認定が TLS クライアント
またはサーバー証明書として使用されなくなります。

証明パスの詳細については、「証明パスに長さの制約を設定する」を参照してください。

下位 CA 証明書 _PathLen 1/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名
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X509v3 パラメーター 値

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 1_APICSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは、SubordinateCA Certificate_PathLen 1/V1 を拡張して API と CSR のパススルー値を
サポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 1_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 1_API パススルー/v1 定義

このテンプレートは、下位CA証明書_PathLen 0/V1を拡張してAPIパススルー値をサポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 1_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。
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下位 CA 証明書 _PathLen 1_CSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは SubordinateCACertificate_PathLen1 テンプレートと同じですが、違いが 1 つ
あります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は
証明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機
能は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。

Note

カスタムの追加拡張を含む CSR は、外部で作成する必要がありますAWS Private CA。

下位 CA 証明書 _PathLen 1_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 1

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 2/V1 定義

このテンプレートは、パスの長さが 2 の下位 CA 認定を交付するために使用されます。CA 証明書には、
証明書を CATRUE 証明書の発行に使用できることを示すために CA フィールドが 0 に設定された、重要な
基本制約拡張が含まれています。拡張キーの使用法が含まれていないため、CA 認定が TLS クライアント
またはサーバー証明書として使用されなくなります。

証明パスの詳細については、「証明パスに長さの制約を設定する」を参照してください。

下位 CA 証明書 _PathLen 2/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]
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*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_APICSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは、SubordinateCA Certificate_PathLen 2/V1 を拡張して API と CSR のパススルー値を
サポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_API パススルー/v1 定義
このテンプレートは、下位 CA 証明書_PathLen 2/V1 を拡張して API パススルー値をサポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_CSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは SubordinateCACertificate_PathLen2 テンプレートと同じですが、違いが 1 つ
あります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は
証明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機
能は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。
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Note

カスタムの追加拡張を含む CSR は、外部で作成する必要がありますAWS Private CA。

下位 CA 証明書 _PathLen 2_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 2

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 3/V1 定義
このテンプレートは、パスの長さが 3 の下位 CA 認定を交付するために使用されます。CA 証明書には、
証明書を CATRUE 証明書の発行に使用できることを示すために CA フィールドが 0 に設定された、重要な
基本制約拡張が含まれています。拡張キーの使用法が含まれていないため、CA 認定が TLS クライアント
またはサーバー証明書として使用されなくなります。

証明パスの詳細については、「証明パスに長さの制約を設定する」を参照してください。

下位 CA 証明書 _PathLen 3/V1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 3_APICSR パススルー/v1 定義
このテンプレートは、SubordinateCA Certificate_PathLen 3/V1 を拡張して API と CSR のパススルー値を
サポートします。
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下位 CA 証明書 _PathLen 3_APICSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 3_API パススルー/v1 定義

このテンプレートは、下位 CA 証明書_PathLen 3/V1 を拡張して API パススルー値をサポートします。

下位 CA 証明書 _PathLen 3_API パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [API または CSR からのパススルー]

Subject [API または CSR からのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成からのパススルー]

* CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみテン
プレートに含まれます。

下位 CA 証明書 _PathLen 3_CSR パススルー/v1 定義

このテンプレートは SubordinateCACertificate_PathLen3 テンプレートと同じですが、違いが 1 つ
あります。このテンプレートでは、拡張機能がテンプレートで指定されていない場合、AWS Private CA は
証明書署名リクエスト (CSR) から証明書に追加の拡張機能を渡します。テンプレートで指定された拡張機
能は、常に CSR 内の拡張機能を上書きします。

Note

カスタムの追加拡張を含む CSR は、外部で作成する必要がありますAWS Private CA。
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下位 CA 証明書 _PathLen 3_CSR パススルー/v1

X509v3 パラメーター 値

サブジェクトの別名 [CSRからのパススルー]

Subject [CSRからのパススルー]

基本に関する制約 重要、CA:TRUE、pathlen: 3

認証子 [CA認定スキー証明書]

サブジェクトキー識別子 [CSRから導き出された]

キーの用途 重要なデジタル署名keyCertSign、CRL 署名

CRL ディストリビューションポイント* [CA 構成または CSR からのパススルー]

*CRL ディストリビューションポイントは、CA が CRL 生成を有効にして構成されている場合にのみ、こ
のテンプレートで発行された証明書に含まれます。
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AWS Private CAAPI の使用 (Java の
例)

HTTP リクエストを送信してサービスをプログラムでインタラクティブに操作するために AWS Private 
Certificate Authority API を使用できます。サービスは HTTP レスポンスを返します。詳細については、
「AWS Private Certificate AuthorityAPI リファレンス」を参照してください。

HTTP API に加えて、AWS SDK とコマンドラインツールを使用して AWS Private CA を操作できます。こ
れは HTTP API で推奨されています。詳細については、Tools for Amazon Web Services を参照してくださ
い。以下のトピックでは、の使用AWS Private CA API AWS SDK for Javaのプログラミングの方法を示し
ます。

、GetCertificateAuthorityCsrGetCertificate (p. 197) (p. 200)、DescribeCertificateAuthorityAuditReport (p. 195)お
よびオペレーションはウェイターをサポートします。ウェイターを使用して、特定のリソースの存在また
は状態に基づいてコードの進行を制御できます。詳細については、以下のトピックと、AWS開発者ブログ
の AWS SDK for Java のウェイターをご覧ください。

トピック
• ルート CA をプログラムで作成して有効にする (p. 166)
• プログラムによる下位CAの作成と有効化 (p. 171)
• CreateCertificateAuthority (p. 177)
• CreateCertificateAuthorityアクティブディレクトリをサポートするために使用する (p. 180)
• CreateCertificateAuthorityAuditReport (p. 186)
• CreatePermission (p. 188)
• DeleteCertificateAuthority (p. 189)
• DeletePermission (p. 191)
• DeletePolicy (p. 192)
• DescribeCertificateAuthority (p. 193)
• DescribeCertificateAuthorityAuditReport (p. 195)
• GetCertificate (p. 197)
• GetCertificateAuthorityCertificate (p. 199)
• GetCertificateAuthorityCsr (p. 200)
• GetPolicy (p. 202)
• ImportCertificateAuthorityCertificate (p. 203)
• IssueCertificate (p. 205)
• ListCertificateAuthorities (p. 207)
• ListPermissions (p. 210)
• ListTags (p. 211)
• PutPolicy (p. 213)
• RestoreCertificateAuthority (p. 214)
• RevokeCertificate (p. 215)
• TagCertificateAuthorities (p. 217)
• UntagCertificateAuthority (p. 218)
• UpdateCertificateAuthority (p. 220)
• カスタムサブジェクト名で CA と証明書を作成 (p. 221)
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• カスタムエクステンション付きの証明書の作成 (p. 227)

ルート CA をプログラムで作成して有効にする
この Java サンプルでは、以下を使用してルート CA をアクティブ化する方法を示しています。AWS 
Private CAAPI アクション:

• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.samples.GetCertificateAuthorityCertificate;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

public class RootCAActivation { 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region"; // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setOrganization("Example Organization"); 
        subject.setOrganizationalUnit("Example"); 
        subject.setCountry("US"); 
        subject.setState("Virginia"); 
        subject.setLocality("Arlington"); 
        subject.setCommonName("www.example.com"); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.RSA_2048); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate revocation list configuration. 
        CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
        crlConfigure.withEnabled(true); 
        crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
        crlConfigure.withCustomCname(null); 
        crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.ROOT; 

        // ** Execute core code samples for Root CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, crlConfigure, CAtype, 
 client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(rootCAArn, client); 
        String rootCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String rootCertificate = GetCertificate(rootCertificateArn, rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(rootCertificate, rootCAArn, client); 
    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
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                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CrlConfiguration crlConfigure, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA 
 client) { 
        RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
        revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 

        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withRevocationConfiguration(revokeConfig); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 
         
        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String rootCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Root CA Arn: " + rootCAArn); 
         
        return rootCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
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        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(3650L); 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
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        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String rootCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Root Certificate Arn: " + rootCertificateArn); 

        return rootCertificateArn; 
    } 
     
    private static String GetCertificate(String rootCertificateArn, String rootCAArn, 
 AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(rootCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String rootCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String rootCertificate, 
 String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

Version latest
170



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
プログラムによる下位CAの作成と有効化

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        importRequest.setCertificateChain(null); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        System.out.println("Root CA certificate successfully imported."); 
        System.out.println("Root CA activated successfully."); 
    } 
     
    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

プログラムによる下位CAの作成と有効化
この Java サンプルでは、以下を使用して下位 CA をアクティブ化する方法を示しています。AWS Private 
CAAPI アクション:

• GetCertificateAuthorityCertificate
• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
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import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

public class SubordinateCAActivation { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Place your own Root CA ARN here. 
        String rootCAArn = "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"; 

        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region"; // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
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        subject.setOrganization("Example Organization"); 
        subject.setOrganizationalUnit("Example"); 
        subject.setCountry("US"); 
        subject.setState("Virginia"); 
        subject.setLocality("Arlington"); 
        subject.setCommonName("www.example.com"); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.RSA_2048); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate revocation list configuration. 
        CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
        crlConfigure.withEnabled(true); 
        crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
        crlConfigure.withCustomCname(null); 
        crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.SUBORDINATE; 

        // ** Execute core code samples for Subordinate CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCertificate = GetCertificateAuthorityCertificate(rootCAArn, client); 
        String subordinateCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, crlConfigure, 
 CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(subordinateCAArn, client); 
        String subordinateCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String subordinateCertificate = GetCertificate(subordinateCertificateArn, 
 rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(subordinateCertificate, rootCertificate, 
 subordinateCAArn, client); 

    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 
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    private static String GetCertificateAuthorityCertificate(String rootCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 
        // ** GetCertificateAuthorityCertificate ** 

        // Create a request object and set the certificate authority ARN, 
        GetCertificateAuthorityCertificateRequest getCACertificateRequest = 
        new GetCertificateAuthorityCertificateRequest(); 
        getCACertificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create a result object. 
        GetCertificateAuthorityCertificateResult getCACertificateResult = null; 
        try { 
            getCACertificateResult = 
 client.getCertificateAuthorityCertificate(getCACertificateRequest); 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate information. 
        String rootCertificate = getCACertificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Root CA Certificate / Certificate Chain:"); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CrlConfiguration crlConfigure, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA 
 client) { 
        RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
        revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 

        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withRevocationConfiguration(revokeConfig); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 

        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String subordinateCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Subordinate CA Arn: " + subordinateCAArn); 

        return subordinateCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String subordinateCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 
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        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch(AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println("Subordinate CSR:"); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the issuing CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(730L); // Approximately two years 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 
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        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String subordinateCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Subordinate Certificate Arn: " + subordinateCertificateArn); 

        return subordinateCertificateArn; 
    } 

    private static String GetCertificate(String subordinateCertificateArn, String 
 rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(subordinateCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
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        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String subordinateCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Subordinate CA Certificate:"); 
        System.out.println(subordinateCertificate); 

        return subordinateCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String 
 subordinateCertificate, String rootCertificate, String subordinateCAArn, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(subordinateCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        ByteBuffer rootCACertByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificateChain(rootCACertByteBuffer); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 
        System.out.println("Subordinate CA certificate successfully imported."); 
        System.out.println("Subordinate CA activated successfully."); 
    } 

    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

CreateCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。CreateCerticateAuthority操作。
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このオペレーションはプライベートの下位証明書認証機関 (CA) を作成します。CA 設定、失効設定を指定
する必要があり、CA タイプ、およびオプションの冪等性トークン。

CA 設定で、次のように指定します。

• CA プライベートキーの作成に使用されるアルゴリズム名とキーサイズ
• CA が署名に使用する署名アルゴリズムのタイプ
• X.500 件名情報

CRL 設定で、次のように指定します。

• CRL の有効期間の日数 (CRL の有効期間)
• CRL を含む Amazon S3 バケット
• CA によって発行された証明書に含まれている S3 バケットの CNAME エイリアス

成功すると、この関数は CA の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;

public class CreateCertificateAuthority { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
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                   "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                   "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                   "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                   e); 
        } 
        
        // Define the endpoint for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
        
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 
     
        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setOrganization("Example Organization"); 
        subject.setOrganizationalUnit("Example"); 
        subject.setCountry("US"); 
        subject.setState("Virginia"); 
        subject.setLocality("Arlington"); 
        subject.setCommonName("www.example.com"); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.RSA_2048); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate revocation list configuration. 
        CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
        crlConfigure.withEnabled(true); 
        crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
        crlConfigure.withCustomCname(null); 
        crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

        RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
        revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 
       
        // Define a certificate authority type: ROOT or SUBORDINATE 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.<<SUBORDINATE>>; 
       
        // Create a tag - method 1 
        Tag tag1 = new Tag(); 
        tag1.withKey("PrivateCA"); 
        tag1.withValue("Sample"); 
       
        // Create a tag - method 2 
        Tag tag2 = new Tag() 
            .withKey("Purpose") 
            .withValue("WebServices"); 
       
        // Add the tags to a collection. 
        ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>(); 
        tags.add(tag1); 
        tags.add(tag2); 
       
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest req = new CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        req.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
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        req.withRevocationConfiguration(revokeConfig); 
        req.withIdempotencyToken("123987"); 
        req.withCertificateAuthorityType(CAtype); 
        req.withTags(tags); 
       

        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult result = null; 
        try { 
            result = client.createCertificateAuthority(req); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String arn = result.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println(arn); 
    }
}

出力は次のようになります。

arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID

CreateCertificateAuthorityアクティブディレクトリ
をサポートするために使用する

次の Java サンプルは、CreateCerticateAuthorityオペレーションを使用して Microsoft Active Directory (AD) 
のエンタープライズ NTAuth ストアにインストールできる CA を作成する方法を示しています。

このオペレーションでは、カスタムオブジェクト識別子 (OID) を使用してプライベートルート認証局 (CA) 
が作成されます。AWS CLI詳細および同等の操作の例については、「Active Directory ログイン用の CA の
作成 (p. 85)」を参照してください。

成功すると、この関数は CA の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

package com.amazonaws.samples.appstream;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.samples.GetCertificateAuthorityCertificate;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.cert.jcajce.JcaX509ExtensionUtils;
import org.bouncycastle.openssl.PEMParser;
import org.bouncycastle.pkcs.PKCS10CertificationRequest;
import org.bouncycastle.util.io.pem.PemReader;

import lombok.SneakyThrows;

public class RootCAActivation { 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 

        // Define custom attributes 
        List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("2.5.4.3") // OID for Common Name 
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                .withValue("root CA"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("0.9.2342.19200300.100.1.25") // OID for Domain 
 Component 
                .withValue("example"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("0.9.2342.19200300.100.1.25") // OID for Domain 
 Component 
                .withValue("com") 
             
        ); 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.EC_prime256v1); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.ROOT; 

        // ** Execute core code samples for Root CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(rootCAArn, client); 
        String rootCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String rootCertificate = GetCertificate(rootCertificateArn, rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(rootCertificate, rootCAArn, client); 
    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA client) { 
        // Create the request object. 
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        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 
         
        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String rootCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Root CA Arn: " + rootCAArn); 
         
        return rootCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 
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    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(3650L); 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String rootCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Root Certificate Arn: " + rootCertificateArn); 

        return rootCertificateArn; 
    } 
     
    private static String GetCertificate(String rootCertificateArn, String rootCAArn, 
 AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(rootCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
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        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String rootCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String rootCertificate, 
 String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        importRequest.setCertificateChain(null); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
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        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        System.out.println("Root CA certificate successfully imported."); 
        System.out.println("Root CA activated successfully."); 
    } 
     
    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

出力は次のようになります。

arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID

CreateCertificateAuthorityAuditReport
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。CreateCertificateAuthorityAuditReport操作。

この関数は、証明書が発行または取り消されるたびにそれを一覧表示する監査報告書を作成します。レ
ポートは、入力で指定した Amazon S3 バケットに保存されます。30 分に 1 回新しいレポートを生成でき
ます。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityAuditReportRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityAuditReportResult;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;

public class CreateCertificateAuthorityAuditReport { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
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         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object and set the certificate authority ARN. 
      CreateCertificateAuthorityAuditReportRequest req = 
          new CreateCertificateAuthorityAuditReportRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Specify the S3 bucket name for your report. 
      req.setS3BucketName("your-bucket-name"); 

      // Specify the audit response format. 
      req.setAuditReportResponseFormat("JSON"); 

      // Create a result object. 
      CreateCertificateAuthorityAuditReportResult result = null; 
      try { 
         result = client.createCertificateAuthorityAuditReport(req); 
      } catch (RequestInProgressException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      String ID = result.getAuditReportId(); 
      String S3Key = result.getS3Key(); 

      System.out.println(ID); 
      System.out.println(S3Key); 

   }
}

出力は次のようになります。

58904752-7de3-4bdf-ba89-6953e48c3cc7
audit-report/16075838-061c-4f7a-b54b-49bbc111bcff/58904752-7de3-4bdf-ba89-6953e48c3cc7.json
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CreatePermission
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。CreatePermission操作。

このオペレーションは、プライベート CA から指定された AWS サービスプリンシパルにアクセス許可を
割り当てます。サービスには、プライベート CA から証明書を作成および取得するアクセス許可を与える
ことができます。また、プライベート CA が付与したアクティブなアクセス許可を一覧表示することもで
きます。ACM を通じて証明書を自動的に更新するには、可能なすべての権限を割り当てる必要があります 
(IssueCertificate, GetCertificate, and ListPermissions) CA から ACM サービスプリンシ
パルへ (acm.amazonaws.com). CA の ARN は、ListCertificateAuthorities関数。

権限を作成したら、を使用して権限を検査できます。ListPermissions機能するか、で削除してくださ
いDeletePermission関数。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreatePermissionRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreatePermissionResult;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.PermissionAlreadyExistsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

import java.util.ArrayList;

public class CreatePermission { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 
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      // Create a request object. 
      CreatePermissionRequest req = 
          new CreatePermissionRequest(); 
           
      //  Set the certificate authority ARN. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
             
      // Set the permissions to give the user. 
      ArrayList<String> permissions = new ArrayList<>(); 
      permissions.add("IssueCertificate"); 
      permissions.add("GetCertificate"); 
      permissions.add("ListPermissions"); 

      req.setActions(permissions); 
       
      // Set the AWS principal. 
      req.setPrincipal("acm.amazonaws.com"); 

      // Create a result object. 
      CreatePermissionResult result = null; 
      try { 
         result = client.createPermission(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (PermissionAlreadyExistsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } 
   }
}

DeleteCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。DeleteCertificateAuthority演算子。

この操作により、を使用して作成したプライベート認証機関 (CA) が削除されま
す。CreateCertificateAuthority演算子。DeleteCertificateAuthority オペレーションで
は、削除する CA の ARN を指定する必要があります。次のように ARN を見つけることがで
きます。ListCertificateAuthorities演算子。プライベート CA のステータスが CREATING また
は PENDING_CERTIFICATE である場合は、即座に削除できます。ただし、証明書を既にイン
ポートしている場合は、すぐに削除することはできません。まず、に電話して CA を無効にする
必要がありますUpdateCertificateAuthority操作と設定StatusへのパラメータDISABLED。その
後、DeleteCertificateAuthority オペレーションで PermanentDeletionTimeInDays パラメー
タを使用して、7～30 の日数を指定できます。その期間中、プライベート CA は disabled ステータスに
復元できます。デフォルトでは、PermanentDeletionTimeInDays パラメータを設定しない場合、復元
期間は 30 日です。この期間が経過すると、プライベート CA は完全に削除され、復元できなくなります。
詳細については、「CA の復元 (p. 116)」を参照してください。

を使用する方法の例です。RestoreCertificateAuthority操作、を参照してくださ
いRestoreCertificateAuthority (p. 214)。

package com.amazonaws.samples;
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import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.DeleteCertificateAuthorityRequest;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;

public class DeleteCertificateAuthority { 

   public static void main(String[] args) throws Exception{ 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a requrest object and set the ARN of the private CA to delete. 
      DeleteCertificateAuthorityRequest req = new DeleteCertificateAuthorityRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
             
      // Set the recovery period. 
      req.withPermanentDeletionTimeInDays(12);             

      // Delete the CA. 
      try { 
         client.deleteCertificateAuthority(req); 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } 
   }
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}

DeletePermission
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。DeletePermission操作。

この操作では、プライベート CA が委任した権限が削除されますAWSサービスプリンシパルを使用し
てCreatePermissions操作。CA の ARN は、ListCertificateAuthorities関数。CA が付与した権限を調べるに
は、ListPermissions関数。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.DeletePermissionRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.DeletePermissionResult;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

public class DeletePermission { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object. 
      DeletePermissionRequest req = 
          new DeletePermissionRequest(); 
           
      //  Set the certificate authority ARN. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
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      // Set the AWS service principal. 
      req.setPrincipal("acm.amazonaws.com"); 

      // Create a result object. 
      DeletePermissionResult result = null; 
      try { 
         result = client.deletePermission(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } 
   }
}

DeletePolicy
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。DeletePolicy操作。

この操作では、プライベート CA にアタッチされているリソースベースのポリシーを削除します。リソー
スベースのポリシーを使用して、クロスアカウントの CA 共有を有効にします。次の方法でプライベート 
CA の ARN を見つけることができます。ListCertificateAuthoritiesaction。

関連する API アクションには次のものがありますPutPolicyそしてGetPolicy。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreatePermissionRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreatePermissionResult;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.PermissionAlreadyExistsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

import java.util.ArrayList;

public class CreatePermission { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
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      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object. 
      CreatePermissionRequest req = 
          new CreatePermissionRequest(); 
           
      //  Set the certificate authority ARN. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
             
      // Set the permissions to give the user. 
      ArrayList<String> permissions = new ArrayList<>(); 
      permissions.add("IssueCertificate"); 
      permissions.add("GetCertificate"); 
      permissions.add("ListPermissions"); 

      req.setActions(permissions); 
       
      // Set the AWS principal. 
      req.setPrincipal("acm.amazonaws.com"); 

      // Create a result object. 
      CreatePermissionResult result = null; 
      try { 
         result = client.createPermission(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (PermissionAlreadyExistsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } 
   }
}

DescribeCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。DescribeCertificateAuthority操作。
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このオペレーションは、プライベート認証機関 (CA) に関する情報をリストします。プライベート CA の 
ARN (Amazon リソースネーム) を指定する必要があります。出力には、CA のステータスが含まれます。
これは、次のいずれかとなります。

• CREATING–AWS Private CAプライベート認証局を作成しています。
• PENDING_CERTIFICATE— 証明書は保留中です。オンプレミスルート CA または下位 CA を使用してプ

ライベート CA CSR に署名し、PCA にインポートする必要があります。
• ACTIVE— プライベート CA はアクティブです。
• DISABLED— プライベート CA は無効になっています。
• EXPIRED— プライベート CA 証明書の有効期限が切れています。
• FAILED— プライベート CA は作成できません。
• DELETED— プライベート CA は復元期間内です。復元期間が過ぎると、完全に削除されます。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthority;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.DescribeCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.DescribeCertificateAuthorityResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;

public class DescribeCertificateAuthority { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object 
      DescribeCertificateAuthorityRequest req = new DescribeCertificateAuthorityRequest(); 
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      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Create a result object. 
      DescribeCertificateAuthorityResult result = null; 
      try { 
         result = client.describeCertificateAuthority(req); 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display information about the CA. 
      CertificateAuthority PCA = result.getCertificateAuthority(); 
      String strPCA = PCA.toString(); 
      System.out.println(strPCA); 
   }
}

DescribeCertificateAuthorityAuditReport
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。DescribeCertificateAuthorityAuditReport操作。

オペレーションには、を呼び出して作成した特定の監査レポートに関する情報が表示されま
す。CreateCertificateAuthorityAuditReport操作。監査情報は、認証機関 (CA) プライベートキーが使用され
るたびに作成されます。プライベートキーは、証明書を発行、CRL に署名、または証明書を取り消すとき
に使用されます。

package com.amazonaws.samples;

import java.util.Date;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.DescribeCertificateAuthorityAuditReportRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.DescribeCertificateAuthorityAuditReportResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

public class DescribeCertificateAuthorityAuditReport { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
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      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object. 
      DescribeCertificateAuthorityAuditReportRequest req = 
            new DescribeCertificateAuthorityAuditReportRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Set the audit report ID. 
      req.withAuditReportId("11111111-2222-3333-4444-555555555555"); 
       
      // Create waiter to wait on successful creation of the audit report file. 
      Waiter<DescribeCertificateAuthorityAuditReportRequest> waiter = 
 client.waiters().auditReportCreated(); 
      try { 
         waiter.run(new WaiterParameters<>(req)); 
      } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
          //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
          //an undesired state. 
      } catch (WaiterTimedOutException e) { 
          //Failed to transition into desired state even after polling. 
      } catch (AWSACMPCAException e) { 
          //Unexpected service exception. 
      } 

      // Create a result object. 
      DescribeCertificateAuthorityAuditReportResult result = null; 
      try { 
         result = client.describeCertificateAuthorityAuditReport(req); 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      String status = result.getAuditReportStatus(); 
      String S3Bucket = result.getS3BucketName(); 
      String S3Key = result.getS3Key(); 
      Date createdAt = result.getCreatedAt(); 

      System.out.println(status); 
      System.out.println(S3Bucket); 
      System.out.println(S3Key); 
      System.out.println(createdAt); 
   }
}
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出力は次のようになります。

SUCCESS
your-audit-report-bucket-name
audit-report/a4119411-8153-498a-a607-2cb77b858043/25211c3d-f2fe-479f-b437-fe2b3612bc45.json
Tue Jan 16 13:07:58 PST 2018

GetCertificate
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。GetCertificate操作。

このオペレーションは、プライベート CA から証明書を取得します。を呼び出すと、証明書の ARN が返さ
れます。IssueCertificate操作。GetCertificate オペレーションを呼び出すときは、プライベート CA の 
ARN と、発行済み証明書の ARN の両方を指定する必要があります。ISSUED 状態の場合は、証明書を取
得できます。電話できますCreateCertificateAuthorityAuditReportオペレーションを実行して、プライベー
ト CA によって発行および取り消されたすべての証明書に関する情報を含むレポートを作成します。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException ;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

public class GetCertificate { 

   public static void main(String[] args) throws Exception{ 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
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      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 
          
      // Create a request object. 
      GetCertificateRequest req = new GetCertificateRequest(); 

      // Set the certificate ARN. 
      req.withCertificateArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/
certificate/certificate_ID"); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
             
      // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
      Waiter<GetCertificateRequest> waiter = client.waiters().certificateIssued(); 
      try { 
         waiter.run(new WaiterParameters<>(req)); 
      } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
          //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
          //an undesired state. 
      } catch (WaiterTimedOutException e) { 
          //Failed to transition into desired state even after polling. 
      } catch (AWSACMPCAException e) { 
          //Unexpected service exception. 
      } 

      // Retrieve the certificate and certificate chain. 
      GetCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.getCertificate(req); 
      } catch (RequestInProgressException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
      String strCert = result.getCertificate(); 
      System.out.println(strCert); 
   }
}

出力は、指定した認証機関 (CA) および証明書について、以下に類似した証明書チェーンになります。

-----BEGIN CERTIFICATE----- base64-encoded certificate -----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE----- base64-encoded certificate -----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE----- base64-encoded certificate -----END CERTIFICATE-----
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GetCertificateAuthorityCertificate
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。GetCertificateAuthorityCertificate操作。

このオペレーションは、プライベート認証機関 (CA) の証明書と証明書チェーンを取得します。証明書と
チェーンは、どちらも PEM 形式の base64 でエンコードされた文字列です。このチェーンには CA 証明書
は含まれません。チェーンの各証明書は、前の証明書に署名します。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;

public class GetCertificateAuthorityCertificate { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

      // Create a request object 
      GetCertificateAuthorityCertificateRequest req = 
            new GetCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN, 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Create a result object. 
      GetCertificateAuthorityCertificateResult result = null; 
      try { 
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         result = client.getCertificateAuthorityCertificate(req); 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate information. 
      String strPcaCert = result.getCertificate(); 
      System.out.println(strPcaCert); 
      String strPCACChain = result.getCertificateChain(); 
      System.out.println(strPCACChain); 
   }
}

出力は、指定した次の証明書チェーン (CA) に類似した証明書およびチェーンになります。

-----BEGIN CERTIFICATE----- base64-encoded certificate -----END CERTIFICATE----- 
  
-----BEGIN CERTIFICATE----- base64-encoded certificate -----END CERTIFICATE-----

GetCertificateAuthorityCsr
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。GetCertificateAuthorityCsr演算子。

このオペレーションは、プライベート認証機関 (CA) の証明書署名リクエスト (CSR) を取得しま
す。CSR は、を呼び出したときに作成されますCreateCertificateAuthority演算子。CSR をオン
プレミスの X.509 インフラストラクチャに持ち込み、ルート CA または下位 CA を使用して署名
します。次に、次のように呼び出して、署名された証明書を ACM PCA にインポートし直しま
す。ImportCertificateAuthorityCertificate演算子。CSR は、base64 エンコードされた文字列として PEM 形
式で返されます。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

public class GetCertificateAuthorityCsr { 
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   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
         credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
         throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 
          
      // Create the request object and set the CA ARN. 
      GetCertificateAuthorityCsrRequest req = new GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
      Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> waiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
      try { 
         waiter.run(new WaiterParameters<>(req)); 
      } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
          //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
          //an undesired state. 
      } catch (WaiterTimedOutException e) { 
          //Failed to transition into desired state even after polling. 
      } catch (AWSACMPCAException e) { 
          //Unexpected service exception. 
      } 

      // Retrieve the CSR. 
      GetCertificateAuthorityCsrResult result = null; 
      try { 
         result = client.getCertificateAuthorityCsr(req); 
      } catch (RequestInProgressException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the CSR; 
      String Csr = result.getCsr(); 
      System.out.println(Csr); 
   }
}
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指定する認証機関 (CA) に対して、出力は次のようになります。証明書署名リクエスト (CSR) は base64 
でエンコードされた PEM 形式です。これをローカルファイルに保存し、オンプレミスの X.509 インフラ
ストラクチャに持ち込み、ルート CA または下位 CA を使用して署名します。

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- base64-encoded request -----END CERTIFICATE 
 REQUEST-----

GetPolicy
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。GetPolicyoperation。

この操作は、プライベート CA にアタッチされているリソースベースのポリシーを取得します。リソース
ベースのポリシーを使用して、クロスアカウントの CA 共有を有効にします。を呼び出して、プライベー
ト CA の ARN を見つけることができますListCertificateAuthoritiesaction。

関連する API アクションは次のとおりです。PutPolicyそしてDeletePolicy。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetPolicyRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetPolicyResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

public class GetPolicy { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
        } 

        // Define the endpoint for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
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            .build(); 

        // Create the request object. 
        GetPolicyRequest req = new GetPolicyRequest(); 

        // Set the resource ARN. 
        req.withResourceArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"); 

        // Retrieve a list of your CAs. 
        GetPolicyResult result= null; 
        try { 
            result = client.getPolicy(req); 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (AWSACMPCAException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Display the policy. 
        System.out.println(result.getPolicy()); 
    }
}

ImportCertificateAuthorityCertificate
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。ImportCertificateAuthorityCertificate演算子。

このオペレーションは、署名されたプライベート CA 認定を AWS Private CA にインポートし
ます。この操作を呼び出す前に、を呼び出してプライベート認証局を作成する必要がありま
すCreateCertificateAuthority演算子。次に、を呼び出して証明書署名リクエスト (CSR) を作成しま
す。GetCertificateAuthorityCsr演算子。CSR をオンプレミスの CA に持ち込み、ルート証明書または下位
の証明書を使用して署名します。証明書チェーンを作成し、署名証明書および証明書チェーンを作業ディ
レクトリにコピーします。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
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import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Objects;

public class ImportCertificateAuthorityCertificate { 

   public static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
      } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
      ImportCertificateAuthorityCertificateRequest req = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

      // Set the signed certificate. 
      String strCertificate = 
            "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" + 
            "base64-encoded certificate\n" + 
            "-----END CERTIFICATE-----\n"; 
      ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(strCertificate); 
      req.setCertificate(certByteBuffer); 

      // Set the certificate chain. 
      String strCertificateChain = 
            "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" + 
            "base64-encoded certificate\n" + 
            "-----END CERTIFICATE-----\n"; 
      ByteBuffer chainByteBuffer = stringToByteBuffer(strCertificateChain); 
      req.setCertificateChain(chainByteBuffer); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Import the certificate. 
      try { 
         client.importCertificateAuthorityCertificate(req); 
      } catch (CertificateMismatchException ex) { 
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         throw ex; 
      } catch (MalformedCertificateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestInProgressException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } 
   }
}

IssueCertificate
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。IssueCertificate操作。

この操作では、プライベート認証局 (CA) を使用してエンドエンティティ証明書を発行します。こ
のオペレーションは、証明書の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。証明書を取得するに
は、GetCertificateそして ARN を指定します。

Note

-IssueCertificateオペレーションでは、証明書テンプレートを指定する必要があります。この
例では以下を使用しています。EndEntityCertificate/V1テンプレート。利用できるすべ
てのテンプレートについての詳細は、「」を参照してください。証明書テンプレートについ
て (p. 131)。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;

public class IssueCertificate { 
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   public static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
      } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a certificate request: 
      IssueCertificateRequest req = new IssueCertificateRequest(); 

      // Set the CA ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Specify the certificate signing request (CSR) for the certificate to be signed and 
 issued. 
      String strCSR = 
      "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n" + 
      "base64-encoded certificate\n" + 
      "-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 
      ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(strCSR); 
      req.setCsr(csrByteBuffer); 

      // Specify the template for the issued certificate. 
      req.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate/V1"); 

      // Set the signing algorithm. 
      req.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

      // Set the validity period for the certificate to be issued. 
      Validity validity = new Validity(); 
      validity.withValue(<<3650L>>); 
      validity.withType("DAYS"); 
      req.withValidity(validity); 

      // Set the idempotency token. 
      req.setIdempotencyToken("1234"); 

      // Issue the certificate. 
      IssueCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.issueCertificate(req); 
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      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (MalformedCSRException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate ARN. 
      String arn = result.getCertificateArn(); 
      System.out.println(arn); 
   }
}

出力は次のようになります。

arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID/certificate/certificate_ID

ListCertificateAuthorities
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。ListCertificateAuthorities操作。

この操作では、を使用して作成したプライベート認証機関 (CA) が表示されま
す。CreateCertificateAuthority操作。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListCertificateAuthoritiesRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListCertificateAuthoritiesResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidNextTokenException;

public class ListCertificateAuthorities { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 
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      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create the request object. 
      ListCertificateAuthoritiesRequest req = new ListCertificateAuthoritiesRequest(); 
      req.withMaxResults(10); 

      // Retrieve a list of your CAs. 
      ListCertificateAuthoritiesResult result= null; 
      try { 
          result = client.listCertificateAuthorities(req); 
      } catch (InvalidNextTokenException ex) { 
          throw ex; 
      } 

      // Display the CA list. 
      System.out.println(result.getCertificateAuthorities()); 
   }
}

一覧表示する証明書機関がある場合、出力は次のようになります。

[{ 
 Arn: arn: aws: acm-pca: region: account: certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012, 
 CreatedAt: TueNov0712: 05: 39PST2017, 
 LastStateChangeAt: WedJan1012: 35: 39PST2018, 
 Type: SUBORDINATE, 
 Serial: 4109, 
 Status: DISABLED, 
 NotBefore: TueNov0712: 19: 15PST2017, 
 NotAfter: FriNov0513: 19: 15PDT2027, 
 CertificateAuthorityConfiguration: { 
  KeyType: RSA2048, 
  SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA, 
  Subject: { 
   Organization: ExampleCorp, 
   OrganizationalUnit: HR, 
   State: Washington, 
   CommonName: www.example.com, 
   Locality: Seattle, 
    
  } 
 }, 
 RevocationConfiguration: { 
  CrlConfiguration: { 
   Enabled: true, 
   ExpirationInDays: 3650, 
   CustomCname: your-custom-name, 
   S3BucketName: your-bucket-name
  } 
 }
},
{ 
 Arn: arn: aws: acm-pca: region: account>: certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012, 
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 CreatedAt: WedSep1312: 54: 52PDT2017, 
 LastStateChangeAt: WedSep1312: 54: 52PDT2017, 
 Type: SUBORDINATE, 
 Serial: 4100, 
 Status: ACTIVE, 
 NotBefore: WedSep1314: 11: 19PDT2017, 
 NotAfter: SatSep1114: 11: 19PDT2027, 
 CertificateAuthorityConfiguration: { 
  KeyType: RSA2048, 
  SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA, 
  Subject: { 
   Country: US, 
   Organization: ExampleCompany, 
   OrganizationalUnit: Sales, 
   State: Washington, 
   CommonName: www.example.com, 
   Locality: Seattle, 
    
  } 
 }, 
 RevocationConfiguration: { 
  CrlConfiguration: { 
   Enabled: false, 
   ExpirationInDays: 5, 
   CustomCname: your-custom-name, 
   S3BucketName: your-bucket-name
  } 
 }
},
{ 
 Arn: arn: aws: acm-pca: region: account>: certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012, 
 CreatedAt: FriJan1213: 57: 11PST2018, 
 LastStateChangeAt: FriJan1213: 57: 11PST2018, 
 Type: SUBORDINATE, 
 Status: PENDING_CERTIFICATE, 
 CertificateAuthorityConfiguration: { 
  KeyType: RSA2048, 
  SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA, 
  Subject: { 
   Country: US, 
   Organization: Examples-R-Us Ltd., 
   OrganizationalUnit: corporate, 
   State: WA, 
   CommonName: www.examplesrus.com, 
   Locality: Seattle, 
    
  } 
 }, 
 RevocationConfiguration: { 
  CrlConfiguration: { 
   Enabled: true, 
   ExpirationInDays: 365, 
   CustomCname: your-custom-name, 
   S3BucketName: your-bucket-name
  } 
 }
},
{ 
 Arn: arn: aws: acm-pca: region: account>: certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012, 
 CreatedAt: FriJan0511: 14: 21PST2018, 
 LastStateChangeAt: FriJan0511: 14: 21PST2018, 
 Type: SUBORDINATE, 
 Serial: 4116, 
 Status: ACTIVE, 
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 NotBefore: FriJan0512: 12: 56PST2018, 
 NotAfter: MonJan0312: 12: 56PST2028, 
 CertificateAuthorityConfiguration: { 
  KeyType: RSA2048, 
  SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA, 
  Subject: { 
   Country: US, 
   Organization: ExamplesLLC, 
   OrganizationalUnit: CorporateOffice, 
   State: WA, 
   CommonName: www.example.com, 
   Locality: Seattle, 
    
  } 
 }, 
 RevocationConfiguration: { 
  CrlConfiguration: { 
   Enabled: true, 
   ExpirationInDays: 3650, 
   CustomCname: your-custom-name, 
   S3BucketName: your-bucket-name
  } 
 }
}]

ListPermissions
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。ListPermissions操作。

このオペレーションでは、プライベート CA が割り当てた権限があれば、その権限が一覧表示されます。
以下を含む権限IssueCertificate,GetCertificate、およびListPermissions、に割り当てること
ができますAWSサービスプリンシパルとCreatePermission操作、および取り消されたDeletePermissions操
作。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListPermissionsRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListPermissionsResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidNextTokenException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;

public class ListPermissions { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
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      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
         .withEndpointConfiguration(endpoint) 
         .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
         .build(); 

      // Create a request object and set the CA ARN. 
      ListPermissionsRequest req = new ListPermissionsRequest(); 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // List the tags. 
      ListPermissionsResult result = null; 
      try { 
         result = client.listPermissions(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch(RequestFailedException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the permissions. 
      System.out.println(result); 
   }
}

指定されたプライベート CA がサービスプリンシパルにアクセス許可を割り当てている場合、出力は次の
ようになります。

[{ 
       Arn: arn:aws:acm-pca:region:account:permission/12345678-1234-1234-1234-123456789012, 
       CreatedAt: WedFeb0317: 05: 39PST2019, 
       Prinicpal: acm.amazonaws.com, 
       Permissions: { 
            ISSUE_CERTIFICATE, 
            GET_CERTIFICATE, 
            DELETE,CERTIFICATE 
       }, 
       SourceAccount: account
}]

ListTags
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。ListTagsを呼び出します。
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このオペレーションは、プライベート CA に関連付けられたタグ (ある場合) を一覧表示します。タ
グは、CA を特定し、整理するのに使用できるラベルです。各タグはキーとオプションの値で構成さ
れます。を呼び出しますTagCertificateAuthorityCA に 1 つ以上のタグを追加する操作。を呼び出しま
すUntagCertificateAuthorityタグを削除する操作。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListTagsRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ListTagsResult;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;

public class ListTags { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a request object and set the CA ARN. 
      ListTagsRequest req = new ListTagsRequest(); 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // List the tags 
      ListTagsResult result = null; 
      try { 
          result = client.listTags(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the tags. 
      System.out.println(result); 
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   }
}

リストするタグがある場合、出力は次のようになります。

{Tags: [{Key: Admin,Value: Alice}, {Key: Purpose,Value: WebServices}],}

PutPolicy
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。PutPolicyoperation。

このオペレーションでは、リソースベースのポリシーがプライベート CA にアタッチされ、クロ
スアカウント共有が可能になります。あるポリシーによって承認された場合、別のポリシーに居
住するプリンシパルAWSアカウントは、所有していないプライベート CA を使用してプライベー
トエンドエンティティ証明書を発行および更新できます。プライベート CA の ARN を見つけるに
は、ListCertificateAuthoritiesaction。ポリシーの例については、「」を参照してください。AWS Private 
CAに関するガイダンスリソースベースのポリシー。

ポリシーを CA にアタッチしたら、GetPolicyアクションするか削除するかDeletePolicyaction。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.PutPolicyRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.PutPolicyResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LockoutPreventedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;

public class PutPolicy { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
        } 
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        // Define the endpoint for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        // Create the request object. 
        PutPolicyRequest req = new PutPolicyRequest(); 

        // Set the resource ARN. 
        req.withResourceArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID"); 

        // Import and set the policy. 
        // Note: This code assumes the file "ShareResourceWithAccountPolicy.json" is in a 
 folder titled policy. 
        String policy = new String(Files.readAllBytes(Paths.get("policy", 
 "ShareResourceWithAccountPolicy.json"))); 
        req.withPolicy(policy); 

        // Retrieve a list of your CAs. 
        PutPolicyResult result = null; 
        try { 
            result = client.putPolicy(req); 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LockoutPreventedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (AWSACMPCAException ex) { 
            throw ex; 
        } 
    }
}

RestoreCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。RestoreCertificateAuthority操作。プライベート CA 
は、復元期間の間は、いつでも復元できます。現在、この期間は削除の日から 7 ～ 30 日間で設定で
き、CA を削除するときに定義できます。詳細については、「CA の復元 (p. 116)」を参照してくださ
い。DeleteCertificateAuthority (p. 189) の Java の例も参照してください。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
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import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.RestoreCertificateAuthorityRequest;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;

public class RestoreCertificateAuthority { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create the request object. 
      RestoreCertificateAuthorityRequest req = new RestoreCertificateAuthorityRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Restore the CA. 
      try { 
          client.restoreCertificateAuthority(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } 
   }
}

RevokeCertificate
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。RevokeCertificateoperation。
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この操作により、を呼び出して発行した証明書が失効しますIssueCertificateoperation。プライベート CA 
を作成または更新したときに証明書失効リスト (CRL) を有効にした場合、取り消された証明書に関する情
報が CRL に含まれます。AWS Private CA指定した Amazon S3 バケットに CRL が渡されます。詳細につ
いては、『』を参照してください。CrlConfiguration構造。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevokeCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationReason;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestAlreadyProcessedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;

public class RevokeCertificate { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a request object. 
      RevokeCertificateRequest req = new RevokeCertificateRequest(); 

      // Set the certificate authority ARN. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Set the certificate serial number. 
      req.setCertificateSerial("79:3f:0d:5b:6a:04:12:5e:2c:9c:fb:52:37:35:98:fe"); 

      // Set the RevocationReason. 
      req.withRevocationReason(RevocationReason.<<KEY_COMPROMISE>>); 
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      // Revoke the certificate. 
      try { 
          client.revokeCertificate(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (RequestAlreadyProcessedException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (RequestInProgressException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (RequestFailedException ex) { 
          throw ex; 
      } 
   }
}

TagCertificateAuthorities
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。TagCertificateAuthority操作。

このオペレーションは、1 つまたは複数のタグをプライベート CA に追加します。タグは、AWS リソー
スを特定し、整理するのに使用できるラベルです。各タグはキーとオプションの値で構成されます。この
オペレーションを呼び出すときは、Amazon リソースネーム (ARN) でプライベート CA を指定します。
キーと値のペアを使用してタグを指定します。その CA の特定の特性を識別するために、1 つのプライ
ベート CA だけにタグを適用できます。または、これらの CA 間で共通のリレーションシップをフィル
タリングするには、同じタグを複数のプライベート CA に適用できます。1 つ以上のタグを削除するに
はUntagCertificateAuthority操作。を呼び出しますListTags操作して、どのタグがCAに関連付けられている
かを確認します。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.TagCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.util.ArrayList;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidTagException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.TooManyTagsException;

public class TagCertificateAuthorities { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
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      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a tag - method 1 
      Tag tag1 = new Tag(); 
      tag1.withKey("Administrator"); 
      tag1.withValue("Bob"); 

      // Create a tag - method 2 
      Tag tag2 = new Tag() 
          .withKey("Purpose") 
          .withValue("WebServices"); 

      // Add the tags to a collection. 
      ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>(); 
      tags.add(tag1); 
      tags.add(tag2); 

      // Create a request object and specify the certificate authority ARN. 
      TagCertificateAuthorityRequest req = new TagCertificateAuthorityRequest(); 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
      req.setTags(tags); 

      // Add a tag 
      try { 
          client.tagCertificateAuthority(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidTagException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (TooManyTagsException ex) { 
          throw ex; 
      } 
   }
}

UntagCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。UntagCertificateAuthority操作。

このオペレーションは、1 つまたは複数のタグをプライベート CA から削除します。タグは、キーと値の
ペアから構成されます。このオペレーションを呼び出すときにタグの値部分を指定しない場合、このタグ
は値にかかわらず削除されます。値を指定する場合、タグは指定された値に関連付けられている場合にの
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み削除されます。プライベート CA にタグを追加するには、TagCertificateAuthority操作。を呼び出しま
すListTags操作して、どのタグがCAに関連付けられているかを確認します。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.util.ArrayList;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.UntagCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidTagException;

public class UntagCertificateAuthority { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a Tag object with the tag to delete. 
      Tag tag = new Tag(); 
      tag.withKey("Administrator"); 
      tag.withValue("Bob"); 

      // Add the tags to a collection. 
      ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>(); 
      tags.add(tag); 

      // Create a request object and specify the certificate authority ARN. 
      UntagCertificateAuthorityRequest req = new UntagCertificateAuthorityRequest(); 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 
      req.withTags(tags); 

      // Delete the tag 
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      try { 
          client.untagCertificateAuthority(req); 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidTagException ex) { 
          throw ex; 
      } 
   }
}

UpdateCertificateAuthority
次の Java サンプルは、の使用方法を示しています。UpdateCertificateAuthority操作。

このオペレーションでは、プライベート認証機関 (CA) のステータスまたは設定を更新します。プライベー
ト CA を更新するには、そのステータスが ACTIVE または DISABLED であることが必要です。ACTIVE 状
態のプライベート CA は無効化できます。DISABLED 状態の CA は再有効化できます。

package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.UpdateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityStatus;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;

public class UpdateCertificateAuthority { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from file.", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "us-west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
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          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create the request object. 
      UpdateCertificateAuthorityRequest req = new UpdateCertificateAuthorityRequest(); 

      // Set the ARN of the private CA that you want to update. 
      req.setCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/CA_ID"); 

      // Define the certificate revocation list configuration. If you do not want to 
      // update the CRL configuration, leave the CrlConfiguration structure alone and 
      // do not set it on your UpdateCertificateAuthorityRequest object. 
      CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
      crlConfigure.withEnabled(true); 
      crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
      crlConfigure.withCustomCname("your-custom-name"); 
      crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

      // Set the CRL configuration onto your UpdateCertificateAuthorityRequest object. 
      // If you do not want to change your CRL configuration, do not use the 
      // setCrlConfiguration method. 
      RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
      revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 
      req.setRevocationConfiguration(revokeConfig); 

      // Set the status. 
      req.withStatus(CertificateAuthorityStatus.<<ACTIVE>>); 

      // Create the result object. 
      try { 
          client.updateCertificateAuthority(req); 
      } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
          throw ex; 
      } catch (InvalidPolicyException ex) { 
          throw ex; 
      } 
   }
}

カスタムサブジェクト名で CA と証明書を作成
-CustomAttributeオブジェクトを使用すると、管理者はカスタムオブジェクト識別子 (OID) をプライベー
ト CA や証明書に渡すことができます。カスタム OID を使用すると、組織の構造とニーズを反映した特
殊なサブジェクト名階層を作成できます。カスタマイズされた証明書は、次のいずれかを使用して作成す
る必要があります。ApiPassthroughTemplate。テンプレートの詳細については、「テンプレートの種
類 (p. 132)」を参照してください。カスタムアトリビュートの使用の詳細については、「プライベート・
エンド・エンティティ証明書の発行 (p. 119)そしてCA (CLI) を作成するための手順  (p. 80)。
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使用することはできませんStandardAttributesと組み合わせてCustomAttributes。ただし、標準 
OID を a の一部として渡すことができます。CustomAttributes。デフォルトの件名のOIDを次の表にリ
ストしています。

件名の変更 オブジェクト ID

[Country] (国) 2.5.4.6

CommonName 2.5.4.3

DistinguishedNameQualifier 2.5.4.46

GenerationQualifier 2.5.4.44

GivenName 2.5.4.42

Initials 2.5.4.43

Locality 2.5.4.7

組織 2.5.4.10

OrganizationalUnit 2.5.4.11

Pseudonym 2.5.4.65

SerialNumber 2.5.4.5

状態 2.5.4.8

姓 2.5.4.4

[Title] (タイトル) 2.5.4.12

トピック
• CA の作成 CustomAttribute (p. 222)
• 証明書の発行 CustomAttribute (p. 225)

CA の作成 CustomAttribute
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;

public class CreateCertificateAuthorityWithCustomAttributes { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                   "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                   "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                   "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                   e); 
        } 
        
        // Define the endpoint for your sample. 
        String endpointRegion = "us-west-2";  // Substitute your region here, e.g. "us-
west-2" 
        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
        
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 
     
        // Define custom attributes 
        List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("2.5.4.6") // Country 
                .withValue("US"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("2.5.4.3") // CommonName 
                .withValue("CommonName"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1") // CustomOID 
                .withValue("ABCDEFG"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1") // CustomOID 
                .withValue("BCDEFGH") 
        ); 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCustomAttributes(customAttributes); 
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        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.RSA_2048); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate revocation list configuration. 
        CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
        crlConfigure.withEnabled(true); 
        crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
        crlConfigure.withCustomCname(null); 
        crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

        RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
        revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 
       
        // Define a certificate authority type: ROOT or SUBORDINATE 
        CertificateAuthorityType caType = CertificateAuthorityType.SUBORDINATE; 
       
        // Create a tag - method 1 
        Tag tag1 = new Tag(); 
        tag1.withKey("PrivateCA"); 
        tag1.withValue("Sample"); 
       
        // Create a tag - method 2 
        Tag tag2 = new Tag() 
            .withKey("Purpose") 
            .withValue("WebServices"); 
       
        // Add the tags to a collection. 
        ArrayList<Tag> tags = new ArrayList<Tag>(); 
        tags.add(tag1); 
        tags.add(tag2); 
       
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest req = new CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        req.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        req.withRevocationConfiguration(revokeConfig); 
        req.withIdempotencyToken("1234"); 
        req.withCertificateAuthorityType(caType); 
        req.withTags(tags); 
       

        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult result = null; 
        try { 
            result = client.createCertificateAuthority(req); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String arn = result.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println(arn); 
    }
}
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証明書の発行 CustomAttribute
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;

public class IssueCertificateWithCustomAttributes { 
   private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
   } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "us-west-2";  // Substitute your region here, e.g. "us-
west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
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      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a certificate request: 
      IssueCertificateRequest req = new IssueCertificateRequest(); 

      // Set the CA ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:" + 
         "certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"); 

      // Specify the certificate signing request (CSR) for the certificate to be signed and 
 issued. 
      String strCSR = 
      "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n" + 
      "base64-encoded CSR\n" + 
      "-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 
      ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(strCSR); 
      req.setCsr(csrByteBuffer); 

      // Specify the template for the issued certificate. 
      req.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate_APIPassthrough/
V1"); 

      // Set the signing algorithm. 
      req.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

      // Set the validity period for the certificate to be issued. 
      Validity validity = new Validity(); 
      validity.withValue(100L); 
      validity.withType("DAYS"); 
      req.withValidity(validity); 

      // Set the idempotency token. 
      req.setIdempotencyToken("1234"); 

      // Define custom attributes 
      List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
         new CustomAttribute() 
               .withObjectIdentifier("2.5.4.6") // Country 
               .withValue("US"), 
         new CustomAttribute() 
               .withObjectIdentifier("2.5.4.3") // CommonName 
               .withValue("CommonName"), 
         new CustomAttribute() 
               .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1") // CustomOID 
               .withValue("ABCDEFG"), 
         new CustomAttribute() 
               .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1") // CustomOID 
               .withValue("BCDEFGH") 
      ); 

      // Define certificate subject. 
      ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
      subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

      // Add subject to api-passthrough 
      ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
      apiPassthrough.setSubject(subject); 
      req.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

      // Issue the certificate. 
      IssueCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.issueCertificate(req); 
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      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (MalformedCSRException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate ARN. 
      String arn = result.getCertificateArn(); 
      System.out.println(arn); 
   }
}

カスタムエクステンション付きの証明書の作成
-CustomExtensionオブジェクトを使用すると、管理者はプライベート証明書にカスタム X.509 拡張
を設定できます。カスタマイズされた証明書は、次のいずれかを使用して作成する必要があります。 
ApiPassthrough テンプレート。テンプレートの詳細については、「テンプレートの種類 (p. 132)」を参照
してください。カスタム拡張の使用方法の詳細については、「」を参照してください。プライベート・エ
ンド・エンティティ証明書の発行 (p. 119)。

トピック
• で下位CAをアクティベートする NameConstraints 拡張子 (p. 227)
• QCステートメントの拡張を含む証明書の発行 (p. 234)

で下位CAをアクティベートする NameConstraints 拡
張子
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;
import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;

import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralName;
import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralSubtree;
import org.bouncycastle.asn1.x509.NameConstraints;

import lombok.SneakyThrows;

public class SubordinateCAActivationWithNameConstraints { 
   public static void main(String[] args) throws Exception { 
      // Place your own Root CA ARN here. 
      String rootCAArn = "arn:aws:acm-pca:region:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"; 

      // Define the endpoint region for your sample. 
      String endpointRegion = "us-west-2";  // Substitute your region here, e.g. "us-
west-2" 

      // Define a CA subject. 
      ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
      subject.setOrganization("Example Organization"); 
      subject.setOrganizationalUnit("Example"); 
      subject.setCountry("US"); 
      subject.setState("Virginia"); 
      subject.setLocality("Arlington"); 
      subject.setCommonName("SubordinateCA"); 

      // Define the CA configuration. 
      CertificateAuthorityConfiguration configCA = new CertificateAuthorityConfiguration(); 
      configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.RSA_2048); 
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      configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 
      configCA.withSubject(subject); 

      // Define a certificate revocation list configuration. 
      CrlConfiguration crlConfigure = new CrlConfiguration(); 
      crlConfigure.withEnabled(true); 
      crlConfigure.withExpirationInDays(365); 
      crlConfigure.withCustomCname(null); 
      crlConfigure.withS3BucketName("your-bucket-name"); 

      // Define a certificate authority type 
      CertificateAuthorityType caType = CertificateAuthorityType.SUBORDINATE; 

      // ** Execute core code samples for Subordinate CA activation in sequence ** 
      AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
      String rootCertificate = GetCertificateAuthorityCertificate(rootCAArn, client); 
      String subordinateCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, crlConfigure, caType, 
 client); 
      String csr = GetCertificateAuthorityCsr(subordinateCAArn, client); 
      String subordinateCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
      String subordinateCertificate = GetCertificate(subordinateCertificateArn, rootCAArn, 
 client); 
      ImportCertificateAuthorityCertificate(subordinateCertificate, rootCertificate, 
 subordinateCAArn, client); 
   } 

   private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
       // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
       // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
       AWSCredentials credentials = null; 
       try { 
           credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
       } catch (Exception e) { 
           throw new AmazonClientException( 
                   "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                   "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                   "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                   e); 
       } 

       String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
       EndpointConfiguration endpoint = 
           new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
        
       // Create a client that you can use to make requests. 
       AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
           .withEndpointConfiguration(endpoint) 
           .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
           .build(); 

       return client; 
   } 

   private static String GetCertificateAuthorityCertificate(String rootCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 
       // ** GetCertificateAuthorityCertificate ** 

       // Create a request object and set the certificate authority ARN, 
       GetCertificateAuthorityCertificateRequest getCACertificateRequest = 
            new GetCertificateAuthorityCertificateRequest(); 
       getCACertificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

       // Create a result object. 
       GetCertificateAuthorityCertificateResult getCACertificateResult = null; 
       try { 

Version latest
229



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
で下位CAをアクティベートする NameConstraints 拡張子

           getCACertificateResult = 
 client.getCertificateAuthorityCertificate(getCACertificateRequest); 
       } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidStateException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArnException ex) { 
           throw ex; 
       } 

       // Retrieve and display the certificate information. 
       String rootCertificate = getCACertificateResult.getCertificate(); 
       System.out.println("Root CA Certificate / Certificate Chain:"); 
       System.out.println(rootCertificate); 

       return rootCertificate; 
   } 

   private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CrlConfiguration crlConfigure, CertificateAuthorityType caType, AWSACMPCA 
 client) { 
       RevocationConfiguration revokeConfig = new RevocationConfiguration(); 
       revokeConfig.setCrlConfiguration(crlConfigure); 

       // Create the request object. 
       CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
       createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
       createCARequest.withRevocationConfiguration(revokeConfig); 
       createCARequest.withIdempotencyToken("1234"); 
       createCARequest.withCertificateAuthorityType(caType); 

       // Create the private CA. 
       CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
       try { 
           createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
       } catch (InvalidArgsException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidPolicyException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (LimitExceededException ex) { 
           throw ex; 
       } 

       // Retrieve the ARN of the private CA. 
       String subordinateCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
       System.out.println("Subordinate CA Arn: " + subordinateCAArn); 

       return subordinateCAArn; 
   } 

   private static String GetCertificateAuthorityCsr(String subordinateCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 

       // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
       GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
       csrRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

       // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
       Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
       try { 
           getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
       } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
           //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
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           //an undesired state. 
       } catch (WaiterTimedOutException e) { 
           //Failed to transition into desired state even after polling. 
       } catch(AWSACMPCAException e) { 
           //Unexpected service exception. 
       } 

       // Retrieve the CSR. 
       GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
       try { 
           csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
       } catch (RequestInProgressException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArnException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (RequestFailedException ex) { 
           throw ex; 
       } 

       // Retrieve and display the CSR; 
       String csr = csrResult.getCsr(); 
       System.out.println("Subordinate CSR:"); 
       System.out.println(csr); 

       return csr; 
   } 

   private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) { 

       // Create a certificate request: 
       IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

       // Set the issuing CA ARN. 
       issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

       // Set the template ARN. 
       issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
SubordinateCACertificate_PathLen0_APIPassthrough/V1"); 

       ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
       issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

       // Set the signing algorithm. 
       issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

       // Set the validity period for the certificate to be issued. 
       Validity validity = new Validity(); 
       validity.withValue(100L); 
       validity.withType("DAYS"); 
       issueRequest.withValidity(validity); 

       // Set the idempotency token. 
       issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

       // Generate Base64 encoded Nameconstraints extension value 
       String base64EncodedExtValue = getNameConstraintExtensionValue(); 

       // Generate custom extension 
       CustomExtension customExtension = new CustomExtension(); 
       customExtension.setCritical(true); 
       customExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.30"); // NameConstraints Extension OID 
       customExtension.setValue(base64EncodedExtValue); 

       // Add custom extension to api-passthrough 
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       ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
       Extensions extensions = new Extensions(); 
       extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customExtension)); 
       apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
       issueRequest.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

       // Issue the certificate. 
       IssueCertificateResult issueResult = null; 
       try { 
           issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
       } catch (LimitExceededException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidStateException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArnException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArgsException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (MalformedCSRException ex) { 
           throw ex; 
       } 

       // Retrieve and display the certificate ARN. 
       String subordinateCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
       System.out.println("Subordinate Certificate Arn: " + subordinateCertificateArn); 

       return subordinateCertificateArn; 
   } 

   @SneakyThrows 
   private static String getNameConstraintExtensionValue() { 
      // Generate Base64 encoded Nameconstraints extension value 
      GeneralSubtree dnsPrivate = new GeneralSubtree(new GeneralName(GeneralName.dNSName, 
 ".private")); 
      GeneralSubtree dnsLocal = new GeneralSubtree(new GeneralName(GeneralName.dNSName, 
 ".local")); 
      GeneralSubtree dnsCorp = new GeneralSubtree(new GeneralName(GeneralName.dNSName, 
 ".corp")); 
      GeneralSubtree dnsSecretCorp = new GeneralSubtree(new 
 GeneralName(GeneralName.dNSName, ".secret.corp")); 
      GeneralSubtree dnsExample = new GeneralSubtree(new GeneralName(GeneralName.dNSName, 
 ".example.com")); 
      GeneralSubtree[] permittedSubTree = new GeneralSubtree[] { dnsPrivate, dnsLocal, 
 dnsCorp }; 
      GeneralSubtree[] excludedSubTree = new GeneralSubtree[] { dnsSecretCorp, 
 dnsExample }; 
      NameConstraints nameConstraints = new NameConstraints(permittedSubTree, 
 excludedSubTree); 

      return new String(Base64.getEncoder().encode(nameConstraints.getEncoded())); 
   } 

   private static String GetCertificate(String subordinateCertificateArn, String rootCAArn, 
 AWSACMPCA client) { 

       // Create a request object. 
       GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

       // Set the certificate ARN. 
       certificateRequest.withCertificateArn(subordinateCertificateArn); 

       // Set the certificate authority ARN. 
       certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
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       // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
       Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
       try { 
           getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
       } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
           //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
           //an undesired state. 
       } catch (WaiterTimedOutException e) { 
           //Failed to transition into desired state even after polling. 
       } catch (AWSACMPCAException e) { 
           //Unexpected service exception. 
       } 

       // Retrieve the certificate and certificate chain. 
       GetCertificateResult certificateResult = null; 
       try { 
           certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
       } catch (RequestInProgressException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (RequestFailedException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArnException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidStateException ex) { 
           throw ex; 
       } 

       // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
       String subordinateCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
       System.out.println("Subordinate CA Certificate:"); 
       System.out.println(subordinateCertificate); 

       return subordinateCertificate; 
   } 

   private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String subordinateCertificate, 
 String rootCertificate, String subordinateCAArn, AWSACMPCA client) { 

       // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
       ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
           new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

       ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(subordinateCertificate); 
       importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

       ByteBuffer rootCACertByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
       importRequest.setCertificateChain(rootCACertByteBuffer); 

       // Set the certificate authority ARN. 
       importRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

       // Import the certificate. 
       try { 
           client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
       } catch (CertificateMismatchException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (MalformedCertificateException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (InvalidArnException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (RequestInProgressException ex) { 
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           throw ex; 
       } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
           throw ex; 
       } catch (RequestFailedException ex) { 
           throw ex; 
       } 
       System.out.println("Subordinate CA certificate successfully imported."); 
       System.out.println("Subordinate CA activated successfully."); 
   } 

   private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
       if (Objects.isNull(string)) { 
           return null; 
       } 
       byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
       return ByteBuffer.wrap(bytes); 
   }
}

QCステートメントの拡張を含む証明書の発行
package com.amazonaws.samples;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;

import org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector;
import org.bouncycastle.asn1.ASN1ObjectIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.DERSequence;
import org.bouncycastle.asn1.DERUTF8String;
import org.bouncycastle.asn1.x509.qualified.ETSIQCObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.x509.qualified.QCStatement;

import lombok.SneakyThrows;

public class IssueCertificateWithQCStatement { 
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   private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
   } 

   @SneakyThrows 
   private static String generateQCStatementBase64ExtValue() { 
      DERSequence qcTypeSeq = new DERSequence(ETSIQCObjectIdentifiers.id_etsi_qct_web); 
      QCStatement qcType = new QCStatement(ETSIQCObjectIdentifiers.id_etsi_qcs_QcType, 
 qcTypeSeq); 

      ASN1EncodableVector pspAIVector = new ASN1EncodableVector(2); 
      pspAIVector.add(new ASN1ObjectIdentifier("0.4.0.19495.1.3")); 
      pspAIVector.add(new DERUTF8String("PSP_AI")); 
      DERSequence pspAISeq = new DERSequence(pspAIVector); 

      ASN1EncodableVector pspASVector = new ASN1EncodableVector(2); 
      pspASVector.add(new ASN1ObjectIdentifier("0.4.0.19495.1.1")); 
      pspASVector.add(new DERUTF8String("PSP_AS")); 
      DERSequence pspASSeq = new DERSequence(pspASVector); 

      ASN1EncodableVector pspPIVector = new ASN1EncodableVector(2); 
      pspPIVector.add(new ASN1ObjectIdentifier("0.4.0.19495.1.2")); 
      pspPIVector.add(new DERUTF8String("PSP_PI")); 
      DERSequence pspPISeq = new DERSequence(pspPIVector); 

      ASN1EncodableVector pspICVector = new ASN1EncodableVector(2); 
      pspICVector.add(new ASN1ObjectIdentifier("0.4.0.19495.1.4")); 
      pspICVector.add(new DERUTF8String("PSP_IC")); 
      DERSequence pspICSeq = new DERSequence(pspICVector); 

      ASN1EncodableVector pspSeqVector = new ASN1EncodableVector(4); 
      pspSeqVector.add(pspPISeq); 
      pspSeqVector.add(pspICSeq); 
      pspSeqVector.add(pspASSeq); 
      pspSeqVector.add(pspAISeq); 
      DERSequence pspSeq = new DERSequence(pspSeqVector); 

      ASN1EncodableVector pspVector = new ASN1EncodableVector(3); 
      pspVector.add(pspSeq); 
      pspVector.add(new DERUTF8String("Your Financial Authority")); 
      pspVector.add(new DERUTF8String("AB-CD")); 
      DERSequence psp = new DERSequence(pspVector); 
      QCStatement qcPSP = new QCStatement(new ASN1ObjectIdentifier("0.4.0.19495.2"), psp); 

      DERSequence qcSeq = new DERSequence(new QCStatement[] { qcType, qcPSP }); 

      byte[] qcExtValueInBytes = qcSeq.getEncoded(); 
      return Base64.getEncoder().encodeToString(qcExtValueInBytes); 
   } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
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      String endpointRegion = "us-west-2";  // Substitute your region here, e.g. "us-
west-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a certificate request: 
      IssueCertificateRequest req = new IssueCertificateRequest(); 

      // Set the CA ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:account:" + 
         "certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"); 

      // Specify the certificate signing request (CSR) for the certificate to be signed and 
 issued. 
      String strCSR = 
      "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n" + 
      "base64-encoded CSR\n" + 
      "-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 
      ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(strCSR); 
      req.setCsr(csrByteBuffer); 

      // Specify the template for the issued certificate. 
      req.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/EndEntityCertificate_APIPassthrough/
V1"); 

      // Set the signing algorithm. 
      req.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHRSA); 

      // Set the validity period for the certificate to be issued. 
      Validity validity = new Validity(); 
      validity.withValue(30L); 
      validity.withType("DAYS"); 
      req.withValidity(validity); 

      // Set the idempotency token. 
      req.setIdempotencyToken("1234"); 

      // Generate Base64 encoded extension value for QC Statement 
      String base64EncodedExtValue = generateQCStatementBase64ExtValue(); 

      // Generate custom extension 
      CustomExtension customExtension = new CustomExtension(); 
      customExtension.setObjectIdentifier("1.3.6.1.5.5.7.1.3"); // QC Statement Extension 
 OID 
      customExtension.setValue(base64EncodedExtValue); 

      // Add custom extension to api-passthrough 
      ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
      Extensions extensions = new Extensions(); 
      extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customExtension)); 
      apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
      req.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

      // Issue the certificate. 
      IssueCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.issueCertificate(req); 
      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
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      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (MalformedCSRException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate ARN. 
      String arn = result.getCertificateArn(); 
      System.out.println(arn); 
   }
}
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の使用AWS Private CAマター標準を
実装するための API (Java の例)

以下を使用できます。AWS Private Certificate Authorityに適合する証明書を作成するための APIマター接続
規格。Matterは、複数のエンジニアリングプラットフォームにわたってモノのインターネット (IoT) デバイ
スのセキュリティと一貫性を向上させる証明書構成を規定しています。Matter の詳細については、「」を
参照してください。buildwithmatter.com。

HTTP リクエストを送信してサービスをインタラクティブに操作するために Cerficate for Java を使用で
きます。サービスは HTTP レスポンスを返します。詳細については、「」を参照してください。AWS 
Private Certificate AuthorityAPI リファレンス。

HTTP API に加えて、AWS SDK とコマンドラインツールを使用して AWS Private CA を操作できます。こ
れは HTTP API で推奨されています。詳細については、Tools for Amazon Web Services を参照してくださ
い。次のトピックでは、AWS SDK for JavaをプログラムするためにAWS Private CAAPI。

-GetCertificateAuthorityCsr (p. 200),GetCertificate (p. 197)、およ
びDescribeCertificateAuthorityAuditReport (p. 195)オペレーションはウェイターをサポートします。ウェイ
ターを使用して、特定のリソースの存在または状態に基づいてコードの進行を制御できます。詳細につい
ては、次のトピックを参照してください。AWS SDK for Java()AWS開発者ブログ。

トピック
• デバイス認証証明書の作成 (p. 238)
• Matter 準拠の中間 CA をアクティベートする (p. 241)
• ノード運用証明書の作成 (p. 248)
• 製品認証機関を有効化 (p. 251)
• 中間製品認証機関を有効化 (p. 257)
• Matter 準拠のルート CA をアクティブにする (p. 264)

デバイス認証証明書の作成
この Java サンプルは、BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_apipassThrough/v1 (p. 139)テ
ンプレートを作成する方法案件-準拠のデバイス認証証明書。Base64 でエンコードされたものを生成する
必要があります KeyUsage 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• IssueCertificate

問題が発生した場合は、を参照してくださいMatter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティン
グセクションの「」を参照してください。

package com.amazonaws.samples.matter;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
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import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;

import org.bouncycastle.asn1.x509.KeyUsage;
import org.bouncycastle.jce.X509KeyUsage;

import lombok.SneakyThrows;

public class IssueDeviceAttestationCertificate { 
   public static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
   } 

   @SneakyThrows 
   private static String generateKeyUsageValue() { 
      KeyUsage keyUsage = new KeyUsage(X509KeyUsage.digitalSignature); 
      byte[] kuBytes = keyUsage.getEncoded(); 
      return Base64.getEncoder().encodeToString(kuBytes); 
   } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
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      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a certificate request: 
      IssueCertificateRequest req = new IssueCertificateRequest(); 

      // Set the CA ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"); 

      // Specify the certificate signing request (CSR) for the certificate to be signed and 
 issued. 
      String strCSR = 
      "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n" + 
      "base64-encoded certificate\n" + 
      "-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 
      ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(strCSR); 
      req.setCsr(csrByteBuffer); 

      // Specify the template for the issued certificate. 
      req.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APIPassthrough/V1"); 

      // Set the signing algorithm. 
      req.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

      // Set the validity period for the certificate to be issued. 
      Validity validity = new Validity(); 
      validity.withValue(10L); 
      validity.withType("DAYS"); 
      req.withValidity(validity); 

      // Set the idempotency token. 
      req.setIdempotencyToken("1234"); 

      // Define custom attributes 
      List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
         new CustomAttribute() 
            .withObjectIdentifier("2.5.4.3") 
            .withValue("Matter Test DAC 0001"), 
         new CustomAttribute() 
            .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.2.1") 
            .withValue("FFF1"), 
         new CustomAttribute() 
            .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.2.2") 
            .withValue("8000") 
      ); 

      // Define a cert subject. 
      ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
      subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

      ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
      apiPassthrough.setSubject(subject); 

      // Generate Base64 encoded extension value for ExtendedKeyUsage 
      String base64EncodedKUValue = generateKeyUsageValue(); 

      // Generate custom extension 
      CustomExtension customKeyUsageExtension = new CustomExtension(); 
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      customKeyUsageExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.15"); // KeyUsage Extension OID 
      customKeyUsageExtension.setValue(base64EncodedKUValue); 
      customKeyUsageExtension.setCritical(true); 
       
      Extensions extensions = new Extensions(); 
      extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customKeyUsageExtension)); 
      apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
      req.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

      // Issue the certificate. 
      IssueCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.issueCertificate(req); 
      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (MalformedCSRException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate ARN. 
      String arn = result.getCertificateArn(); 
      System.out.println(arn); 
   }
}

Matter 準拠の中間 CA をアクティベートする
この Java サンプルでは、BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1 定義 (p. 141)テンプ
レートを発行してインストールする案件準拠の中間の CA 証明書。Base64 でエンコードされたファイルを
生成する必要があります KeyUsage 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate
• GetCertificateAuthorityCertificate

問題が発生した場合は、を参照してください。Matter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティ
ングセクションの「」を参照してください。

package com.amazonaws.samples.matter;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
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import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import org.bouncycastle.asn1.x509.KeyUsage;
import org.bouncycastle.jce.X509KeyUsage;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

import lombok.SneakyThrows;

public class IntermediateCAActivation { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Place your own Root CA ARN here. 
        String rootCAArn = "arn:aws:acm-pca:region:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"; 
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        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 

        // Define custom attributes 
        List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.1.3") 
                .withValue("CACACACA00000003") 
        ); 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.EC_prime256v1); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.SUBORDINATE; 

        // ** Execute core code samples for Subordinate CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCertificate = GetCertificateAuthorityCertificate(rootCAArn, client); 
        String subordinateCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(subordinateCAArn, client); 
        String subordinateCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String subordinateCertificate = GetCertificate(subordinateCertificateArn, 
 rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(subordinateCertificate, rootCertificate, 
 subordinateCAArn, client); 

    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 
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    private static String GetCertificateAuthorityCertificate(String rootCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 
        // ** GetCertificateAuthorityCertificate ** 

        // Create a request object and set the certificate authority ARN, 
        GetCertificateAuthorityCertificateRequest getCACertificateRequest = 
        new GetCertificateAuthorityCertificateRequest(); 
        getCACertificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create a result object. 
        GetCertificateAuthorityCertificateResult getCACertificateResult = null; 
        try { 
            getCACertificateResult = 
 client.getCertificateAuthorityCertificate(getCACertificateRequest); 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate information. 
        String rootCertificate = getCACertificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Root CA Certificate / Certificate Chain:"); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA client) { 
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 

        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String subordinateCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Subordinate CA Arn: " + subordinateCAArn); 

        return subordinateCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String subordinateCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

Version latest
244



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
Matter 準拠の中間 CA をアクティベートする

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch(AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println("Subordinate CSR:"); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the issuing CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen0_APIPassthrough/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(730L); // Approximately two years 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
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        // Generate Base64 encoded extension value for ExtendedKeyUsage 
        String base64EncodedKUValue = generateKeyUsageValue(); 

        // Generate custom extension 
        CustomExtension customKeyUsageExtension = new CustomExtension(); 
        customKeyUsageExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.15"); 
        customKeyUsageExtension.setValue(base64EncodedKUValue); 
        customKeyUsageExtension.setCritical(true); 

        // Set KeyUsage extension to api passthrough 
        Extensions extensions = new Extensions(); 
        extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customKeyUsageExtension)); 
        apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
        issueRequest.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String subordinateCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Subordinate Certificate Arn: " + subordinateCertificateArn); 

        return subordinateCertificateArn; 
    } 

    @SneakyThrows 
    private static String generateKeyUsageValue() { 
       KeyUsage keyUsage = new KeyUsage(X509KeyUsage.keyCertSign | X509KeyUsage.cRLSign); 
       byte[] kuBytes = keyUsage.getEncoded(); 
       return Base64.getEncoder().encodeToString(kuBytes); 
    } 

    private static String GetCertificate(String subordinateCertificateArn, String 
 rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(subordinateCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
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            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String subordinateCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Subordinate CA Certificate:"); 
        System.out.println(subordinateCertificate); 

        return subordinateCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String 
 subordinateCertificate, String rootCertificate, String subordinateCAArn, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(subordinateCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        ByteBuffer rootCACertByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificateChain(rootCACertByteBuffer); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 

Version latest
247



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
ノード運用証明書の作成

        } 
        System.out.println("Subordinate CA certificate successfully imported."); 
        System.out.println("Subordinate CA activated successfully."); 
    } 

    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

ノード運用証明書の作成
この Java サンプルでは、BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_apipassThrough/
v1 (p. 139)テンプレートを作成する方法案件-準拠ノード運用証明書。Base64 でエンコードされたファイ
ルを生成する必要があります KeyUsage 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• IssueCertificate

問題が発生した場合は、を参照してくださいMatter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティン
グセクションの「」を参照してください。

package com.amazonaws.samples.matter;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;

import org.bouncycastle.asn1.x509.ExtendedKeyUsage;
import org.bouncycastle.asn1.x509.KeyPurposeId;
import org.bouncycastle.asn1.x509.KeyUsage;
import org.bouncycastle.jce.X509KeyUsage;

import lombok.SneakyThrows;

public class IssueNodeOperatingCertificate { 
   public static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
      if (Objects.isNull(string)) { 
          return null; 
      } 
      byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
      return ByteBuffer.wrap(bytes); 
   } 

   @SneakyThrows 
   private static String generateExtendedKeyUsageValue() { 
      KeyPurposeId[] keyPurposeIds = new KeyPurposeId[] { KeyPurposeId.id_kp_clientAuth, 
 KeyPurposeId.id_kp_serverAuth }; 
      ExtendedKeyUsage eku = new ExtendedKeyUsage(keyPurposeIds); 
      byte[] ekuBytes = eku.getEncoded(); 
      return Base64.getEncoder().encodeToString(ekuBytes); 
   } 

   @SneakyThrows 
   private static String generateKeyUsageValue() { 
      KeyUsage keyUsage = new KeyUsage(X509KeyUsage.digitalSignature); 
      byte[] kuBytes = keyUsage.getEncoded(); 
      return Base64.getEncoder().encodeToString(kuBytes); 
   } 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

      // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
      // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
      AWSCredentials credentials = null; 
      try { 
          credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
      } catch (Exception e) { 
          throw new AmazonClientException("Cannot load your credentials from disk", e); 
      } 

      // Define the endpoint for your sample. 
      String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 
      String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
      EndpointConfiguration endpoint = 
          new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 

      // Create a client that you can use to make requests. 
      AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
          .withEndpointConfiguration(endpoint) 
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
          .build(); 

      // Create a certificate request: 
      IssueCertificateRequest req = new IssueCertificateRequest(); 

      // Set the CA ARN. 
      req.withCertificateAuthorityArn("arn:aws:acm-pca:region:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"); 
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      // Specify the certificate signing request (CSR) for the certificate to be signed and 
 issued. 
      String strCSR = 
      "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\n" + 
      "base64-encoded certificate\n" + 
      "-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"; 
      ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(strCSR); 
      req.setCsr(csrByteBuffer); 

      // Specify the template for the issued certificate. 
      req.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
BlankEndEntityCertificate_CriticalBasicConstraints_APIPassthrough/V1"); 

      // Set the signing algorithm. 
      req.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

      // Set the validity period for the certificate to be issued. 
      Validity validity = new Validity(); 
      validity.withValue(10L); 
      validity.withType("DAYS"); 
      req.withValidity(validity); 

      // Set the idempotency token. 
      req.setIdempotencyToken("1234"); 

      // Define custom attributes 
      List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
         new CustomAttribute() 
            .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.1.1") 
            .withValue("DEDEDEDE00010001"), 
         new CustomAttribute() 
            .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.1.5") 
            .withValue("FAB000000000001D") 
      ); 

      // Define a cert subject. 
      ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
      subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

      ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
      apiPassthrough.setSubject(subject); 

      // Generate Base64 encoded extension value for ExtendedKeyUsage 
      String base64EncodedKUValue = generateKeyUsageValue(); 

      // Generate custom extension 
      CustomExtension customKeyUsageExtension = new CustomExtension(); 
      customKeyUsageExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.15"); 
      customKeyUsageExtension.setValue(base64EncodedKUValue); 
      customKeyUsageExtension.setCritical(true); 

      // Generate Base64 encoded extension value for ExtendedKeyUsage 
      String base64EncodedEKUValue = generateExtendedKeyUsageValue(); 

      CustomExtension customExtendedKeyUsageExtension = new CustomExtension(); 
      customExtendedKeyUsageExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.37"); // ExtendedKeyUsage 
 Extension OID 
      customExtendedKeyUsageExtension.setValue(base64EncodedEKUValue); 
      customExtendedKeyUsageExtension.setCritical(true); 
       
      // Set KeyUsage and ExtendedKeyUsage extension to api-passthrough 
      Extensions extensions = new Extensions(); 
      extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customKeyUsageExtension, 
 customExtendedKeyUsageExtension)); 
      apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
      req.setApiPassthrough(apiPassthrough); 
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      // Issue the certificate. 
      IssueCertificateResult result = null; 
      try { 
         result = client.issueCertificate(req); 
      } catch (LimitExceededException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidStateException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArnException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (InvalidArgsException ex) { 
         throw ex; 
      } catch (MalformedCSRException ex) { 
         throw ex; 
      } 

      // Retrieve and display the certificate ARN. 
      String arn = result.getCertificateArn(); 
      System.out.println(arn); 
   }
}

製品認証機関を有効化
この Java サンプルでは、ルート CA 証明書_API パススルー/v1 定義 (p. 156)テンプレートを作成してイン
ストールする案件製品認証用のルートCA証明書に準拠しています。Base64 でエンコードされたものを生
成する必要があります AuthorityKeyIdentifier 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate

問題が発生した場合は、を参照してください。Matter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティ
ングセクションの。

package com.amazonaws.samples.matter;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.samples.GetCertificateAuthorityCertificate;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.cert.jcajce.JcaX509ExtensionUtils;
import org.bouncycastle.openssl.PEMParser;
import org.bouncycastle.pkcs.PKCS10CertificationRequest;
import org.bouncycastle.util.io.pem.PemReader;

import lombok.SneakyThrows;

public class ProductAttestationAuthorityActivation { 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 
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        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCommonName("Matter Test PAA FFF1"); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.EC_prime256v1); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.ROOT; 

        // ** Execute core code samples for Root CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(rootCAArn, client); 
        String rootCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String rootCertificate = GetCertificate(rootCertificateArn, rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(rootCertificate, rootCAArn, client); 
    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA client) { 
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 
         
        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
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            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String rootCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Product Attestation Authority (PAA) Arn: " + rootCAArn); 
         
        return rootCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    @SneakyThrows 
    private static String generateAuthorityKeyIdentifier(final String csrPEM) { 
        PKCS10CertificationRequest csr = getPKCS10CertificationRequest(csrPEM); 
        SubjectPublicKeyInfo spki = csr.getSubjectPublicKeyInfo(); 
         
        JcaX509ExtensionUtils extensionUtils = new JcaX509ExtensionUtils(); 
        byte[] akiBytes = extensionUtils.createAuthorityKeyIdentifier(spki).getEncoded(); 

        return Base64.getEncoder().encodeToString(akiBytes); 
    } 
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    @SneakyThrows 
    private static PKCS10CertificationRequest getPKCS10CertificationRequest(final String 
 csrPEM) { 
        ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(csrPEM.getBytes()); 
        PemReader pemReader = new PemReader(new InputStreamReader(bais)); 
        PEMParser parser = new PEMParser(pemReader); 
        Object o = parser.readObject(); 
        if (o instanceof PKCS10CertificationRequest) { 
            return (PKCS10CertificationRequest) o; 
        } 
        return null; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
RootCACertificate_APIPassthrough/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(3650L); 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        // Generate Base64 encoded extension value for AuthorityKeyIdentifier 
        String base64EncodedExtValue = generateAuthorityKeyIdentifier(csr); 
   
        // Generate custom extension 
        CustomExtension customExtension = new CustomExtension(); 
        customExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.35"); // AuthorityKeyIdentifier 
 Extension OID 
        customExtension.setValue(base64EncodedExtValue); 
   
        // Add custom extension to api-passthrough 
        ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
        Extensions extensions = new Extensions(); 
        extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customExtension)); 
        apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
        issueRequest.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
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        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String rootCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Product Attestation Authority (PAA) Certificate Arn: " + 
 rootCertificateArn); 

        return rootCertificateArn; 
    } 
     
    private static String GetCertificate(String rootCertificateArn, String rootCAArn, 
 AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(rootCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String rootCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 
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    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String rootCertificate, 
 String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        importRequest.setCertificateChain(null); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        System.out.println("Product Attestation Authority (PAA) certificate successfully 
 imported."); 
        System.out.println("Product Attestation Authority (PAA) activated successfully."); 
    } 
     
    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

中間製品認証機関を有効化
この Java サンプルでは、BlankSubordinateCA 証明書 _PathLen 0_API パススルー/v1 定義 (p. 141)テン
プレートを作成してインストールする案件製品認証用の中間CA証明書に準拠しています。Base64 でエン
コードされたものを生成する必要があります KeyUsage 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
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• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate
• GetCertificateAuthorityCertificate

問題が発生した場合は、を参照してくださいMatter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティン
グセクションの

package com.amazonaws.samples.matter;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import org.bouncycastle.asn1.x509.KeyUsage;
import org.bouncycastle.jce.X509KeyUsage;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
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import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

import lombok.SneakyThrows;

public class ProductAttestationIntermediateActivation { 

    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Place your own Root CA ARN here. 
        String paaArn = "arn:aws:acm-pca:region:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"; 

        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 

        // Define custom attributes 
        List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("2.5.4.3") 
                .withValue("Matter Test PAI"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.2.1") 
                .withValue("FFF1"), 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.2.2") 
                .withValue("8000") 
        ); 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.EC_prime256v1); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.SUBORDINATE; 

        // ** Execute core code samples for Subordinate CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCertificate = GetCertificateAuthorityCertificate(paaArn, client); 
        String subordinateCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(subordinateCAArn, client); 
        String subordinateCertificateArn = IssueCertificate(paaArn, csr, client); 
        String subordinateCertificate = GetCertificate(subordinateCertificateArn, paaArn, 
 client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(subordinateCertificate, rootCertificate, 
 subordinateCAArn, client); 

    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
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        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCertificate(String rootCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 
        // ** GetCertificateAuthorityCertificate ** 

        // Create a request object and set the certificate authority ARN, 
        GetCertificateAuthorityCertificateRequest getCACertificateRequest = 
        new GetCertificateAuthorityCertificateRequest(); 
        getCACertificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create a result object. 
        GetCertificateAuthorityCertificateResult getCACertificateResult = null; 
        try { 
            getCACertificateResult = 
 client.getCertificateAuthorityCertificate(getCACertificateRequest); 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate information. 
        String rootCertificate = getCACertificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Product Attestation Authority (PAA) Certificate / Certificate 
 Chain:"); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA client) { 
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 

        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
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        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String subordinateCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Product Attestation Intermediate (PAI) Arn: " + 
 subordinateCAArn); 

        return subordinateCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String subordinateCAArn, AWSACMPCA 
 client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch(AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println("Subordinate CSR:"); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
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        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the issuing CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
BlankSubordinateCACertificate_PathLen0_APIPassthrough/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(730L); // Approximately two years 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 

        // Generate Base64 encoded extension value for ExtendedKeyUsage 
        String base64EncodedKUValue = generateKeyUsageValue(); 

        // Generate custom extension 
        CustomExtension customKeyUsageExtension = new CustomExtension(); 
        customKeyUsageExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.15"); 
        customKeyUsageExtension.setValue(base64EncodedKUValue); 
        customKeyUsageExtension.setCritical(true); 

        // Set KeyUsage extension to api passthrough 
        Extensions extensions = new Extensions(); 
        extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customKeyUsageExtension)); 
        apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
        issueRequest.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String subordinateCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Subordinate Certificate Arn: " + subordinateCertificateArn); 

        return subordinateCertificateArn; 
    } 
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    @SneakyThrows 
    private static String generateKeyUsageValue() { 
       KeyUsage keyUsage = new KeyUsage(X509KeyUsage.keyCertSign | X509KeyUsage.cRLSign); 
       byte[] kuBytes = keyUsage.getEncoded(); 
       return Base64.getEncoder().encodeToString(kuBytes); 
    } 

    private static String GetCertificate(String subordinateCertificateArn, String 
 rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(subordinateCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String subordinateCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println("Subordinate CA Certificate:"); 
        System.out.println(subordinateCertificate); 

        return subordinateCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String 
 subordinateCertificate, String rootCertificate, String subordinateCAArn, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(subordinateCertificate); 
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        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        ByteBuffer rootCACertByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificateChain(rootCACertByteBuffer); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(subordinateCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 
        System.out.println("Product Attestation Intermediate (PAI) certificate successfully 
 imported."); 
        System.out.println("Product Attestation Intermediate (PAI) activated 
 successfully."); 
    } 

    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
}

Matter 準拠のルート CA をアクティブにする
この Java サンプルでは、ルート CA 証明書_API パススルー/v1 定義 (p. 156)テンプレートを作成してイン
ストールする案件準拠のルート CA 証明書。Base64 でエンコードされたものを生成する必要があります 
AuthorityKeyIdentifier 値を評価してAに渡す CustomExtension。

この例では以下を呼び出しますAWS Private CAAPI アクション:

• CreateCertificateAuthority
• GetCertificateAuthorityCsr
• IssueCertificate
• GetCertificate
• ImportCertificateAuthorityCertificate

問題が発生した場合は、を参照してくださいMatter スタンダードの使用 (p. 283)トラブルシューティン
グセクションの

package com.amazonaws.samples.matter;
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import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder.EndpointConfiguration;
import com.amazonaws.samples.GetCertificateAuthorityCertificate;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;

import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCA;
import com.amazonaws.services.acmpca.AWSACMPCAClientBuilder;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.ASN1Subject;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ApiPassthrough;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateAuthorityType;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CreateCertificateAuthorityRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CrlConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomAttribute;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CustomExtension;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Extensions;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.KeyAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Tag;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateAuthorityCsrResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.GetCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ImportCertificateAuthorityCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateRequest;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.IssueCertificateResult;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.SigningAlgorithm;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.Validity;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.CertificateMismatchException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ConcurrentModificationException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.LimitExceededException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArgsException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidArnException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidPolicyException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.InvalidStateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCertificateException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.MalformedCSRException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestFailedException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RequestInProgressException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.RevocationConfiguration;
import com.amazonaws.services.acmpca.model.AWSACMPCAException;

import com.amazonaws.waiters.Waiter;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
import com.amazonaws.waiters.WaiterTimedOutException;
import com.amazonaws.waiters.WaiterUnrecoverableException;

Version latest
265



AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド
Matter 準拠のルート CA をアクティブにする

import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.cert.jcajce.JcaX509ExtensionUtils;
import org.bouncycastle.openssl.PEMParser;
import org.bouncycastle.pkcs.PKCS10CertificationRequest;
import org.bouncycastle.util.io.pem.PemReader;

import lombok.SneakyThrows;

public class RootCAActivation { 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        // Define the endpoint region for your sample. 
        String endpointRegion = "region";  // Substitute your region here, e.g. "ap-
southeast-2" 

        // Define custom attributes 
        List<CustomAttribute> customAttributes = Arrays.asList( 
            new CustomAttribute() 
                .withObjectIdentifier("1.3.6.1.4.1.37244.1.4") 
                .withValue("CACACACA00000001") 
        ); 

        // Define a CA subject. 
        ASN1Subject subject = new ASN1Subject(); 
        subject.setCustomAttributes(customAttributes); 

        // Define the CA configuration. 
        CertificateAuthorityConfiguration configCA = new 
 CertificateAuthorityConfiguration(); 
        configCA.withKeyAlgorithm(KeyAlgorithm.EC_prime256v1); 
        configCA.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 
        configCA.withSubject(subject); 

        // Define a certificate authority type 
        CertificateAuthorityType CAtype = CertificateAuthorityType.ROOT; 

        // ** Execute core code samples for Root CA activation in sequence ** 
        AWSACMPCA client = ClientBuilder(endpointRegion); 
        String rootCAArn = CreateCertificateAuthority(configCA, CAtype, client); 
        String csr = GetCertificateAuthorityCsr(rootCAArn, client); 
        String rootCertificateArn = IssueCertificate(rootCAArn, csr, client); 
        String rootCertificate = GetCertificate(rootCertificateArn, rootCAArn, client); 
        ImportCertificateAuthorityCertificate(rootCertificate, rootCAArn, client); 
    } 

    private static AWSACMPCA ClientBuilder(String endpointRegion) { 
        // Retrieve your credentials from the C:\Users\name\.aws\credentials file 
        // in Windows or the .aws/credentials file in Linux. 
        AWSCredentials credentials = null; 
        try { 
            credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " + 
                    "Please make sure that your credentials file is at the correct " + 
                    "location (C:\\Users\\joneps\\.aws\\credentials), and is in valid 
 format.", 
                    e); 
        } 

        String endpointProtocol = "https://acm-pca." + endpointRegion + ".amazonaws.com/"; 
        EndpointConfiguration endpoint = 
            new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpointProtocol, endpointRegion); 
         
        // Create a client that you can use to make requests. 
        AWSACMPCA client = AWSACMPCAClientBuilder.standard() 
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            .withEndpointConfiguration(endpoint) 
            .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials)) 
            .build(); 

        return client; 
    } 

    private static String CreateCertificateAuthority(CertificateAuthorityConfiguration 
 configCA, CertificateAuthorityType CAtype, AWSACMPCA client) { 
        // Create the request object. 
        CreateCertificateAuthorityRequest createCARequest = new 
 CreateCertificateAuthorityRequest(); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityConfiguration(configCA); 
        createCARequest.withIdempotencyToken("123987"); 
        createCARequest.withCertificateAuthorityType(CAtype); 
         
        // Create the private CA. 
        CreateCertificateAuthorityResult createCAResult = null; 
        try { 
            createCAResult = client.createCertificateAuthority(createCARequest); 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidPolicyException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve the ARN of the private CA. 
        String rootCAArn = createCAResult.getCertificateAuthorityArn(); 
        System.out.println("Root CA Arn: " + rootCAArn); 
         
        return rootCAArn; 
    } 

    private static String GetCertificateAuthorityCsr(String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the CSR request object and set the CA ARN. 
        GetCertificateAuthorityCsrRequest csrRequest = new 
 GetCertificateAuthorityCsrRequest(); 
        csrRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Create waiter to wait on successful creation of the CSR file. 
        Waiter<GetCertificateAuthorityCsrRequest> getCSRWaiter = 
 client.waiters().certificateAuthorityCSRCreated(); 
        try { 
            getCSRWaiter.run(new WaiterParameters<>(csrRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the CSR. 
        GetCertificateAuthorityCsrResult csrResult = null; 
        try { 
            csrResult = client.getCertificateAuthorityCsr(csrRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
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        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the CSR; 
        String csr = csrResult.getCsr(); 
        System.out.println(csr); 

        return csr; 
    } 

    @SneakyThrows 
    private static String generateAuthorityKeyIdentifier(final String csrPEM) { 
        PKCS10CertificationRequest csr = getPKCS10CertificationRequest(csrPEM); 
        SubjectPublicKeyInfo spki = csr.getSubjectPublicKeyInfo(); 
         
        JcaX509ExtensionUtils extensionUtils = new JcaX509ExtensionUtils(); 
        byte[] akiBytes = extensionUtils.createAuthorityKeyIdentifier(spki).getEncoded(); 

        return Base64.getEncoder().encodeToString(akiBytes); 
    } 

    @SneakyThrows 
    private static PKCS10CertificationRequest getPKCS10CertificationRequest(final String 
 csrPEM) { 
        ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(csrPEM.getBytes()); 
        PemReader pemReader = new PemReader(new InputStreamReader(bais)); 
        PEMParser parser = new PEMParser(pemReader); 
        Object o = parser.readObject(); 
        if (o instanceof PKCS10CertificationRequest) { 
            return (PKCS10CertificationRequest) o; 
        } 
        return null; 
    } 

    private static String IssueCertificate(String rootCAArn, String csr, AWSACMPCA client) 
 { 

        // Create a certificate request: 
        IssueCertificateRequest issueRequest = new IssueCertificateRequest(); 

        // Set the CA ARN. 
        issueRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Set the template ARN. 
        issueRequest.withTemplateArn("arn:aws:acm-pca:::template/
RootCACertificate_APIPassthrough/V1"); 

        ByteBuffer csrByteBuffer = stringToByteBuffer(csr); 
        issueRequest.setCsr(csrByteBuffer); 

        // Set the signing algorithm. 
        issueRequest.withSigningAlgorithm(SigningAlgorithm.SHA256WITHECDSA); 

        // Set the validity period for the certificate to be issued. 
        Validity validity = new Validity(); 
        validity.withValue(3650L); 
        validity.withType("DAYS"); 
        issueRequest.withValidity(validity); 

        // Set the idempotency token. 
        issueRequest.setIdempotencyToken("1234"); 

        // Generate Base64 encoded extension value for AuthorityKeyIdentifier 
        String base64EncodedExtValue = generateAuthorityKeyIdentifier(csr); 
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        // Generate custom extension 
        CustomExtension customExtension = new CustomExtension(); 
        customExtension.setObjectIdentifier("2.5.29.35"); // AuthorityKeyIdentifier 
 Extension OID 
        customExtension.setValue(base64EncodedExtValue); 
   
        // Add custom extension to api-passthrough 
        ApiPassthrough apiPassthrough = new ApiPassthrough(); 
        Extensions extensions = new Extensions(); 
        extensions.setCustomExtensions(Arrays.asList(customExtension)); 
        apiPassthrough.setExtensions(extensions); 
        issueRequest.setApiPassthrough(apiPassthrough); 

        // Issue the certificate. 
        IssueCertificateResult issueResult = null; 
        try { 
            issueResult = client.issueCertificate(issueRequest); 
        } catch (LimitExceededException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArgsException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCSRException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Retrieve and display the certificate ARN. 
        String rootCertificateArn = issueResult.getCertificateArn(); 
        System.out.println("Root Certificate Arn: " + rootCertificateArn); 

        return rootCertificateArn; 
    } 
     
    private static String GetCertificate(String rootCertificateArn, String rootCAArn, 
 AWSACMPCA client) { 

        // Create a request object. 
        GetCertificateRequest certificateRequest = new GetCertificateRequest(); 

        // Set the certificate ARN. 
        certificateRequest.withCertificateArn(rootCertificateArn); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        certificateRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 
                 
        // Create waiter to wait on successful creation of the certificate file. 
        Waiter<GetCertificateRequest> getCertificateWaiter = 
 client.waiters().certificateIssued(); 
        try { 
            getCertificateWaiter.run(new WaiterParameters<>(certificateRequest)); 
        } catch (WaiterUnrecoverableException e) { 
            //Explicit short circuit when the recourse transitions into 
            //an undesired state. 
        } catch (WaiterTimedOutException e) { 
            //Failed to transition into desired state even after polling. 
        } catch (AWSACMPCAException e) { 
            //Unexpected service exception. 
        } 

        // Retrieve the certificate and certificate chain. 
        GetCertificateResult certificateResult = null; 
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        try { 
            certificateResult = client.getCertificate(certificateRequest); 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidStateException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        // Get the certificate and certificate chain and display the result. 
        String rootCertificate = certificateResult.getCertificate(); 
        System.out.println(rootCertificate); 

        return rootCertificate; 
    } 

    private static void ImportCertificateAuthorityCertificate(String rootCertificate, 
 String rootCAArn, AWSACMPCA client) { 

        // Create the request object and set the signed certificate, chain and CA ARN. 
        ImportCertificateAuthorityCertificateRequest importRequest = 
            new ImportCertificateAuthorityCertificateRequest(); 

        ByteBuffer certByteBuffer = stringToByteBuffer(rootCertificate); 
        importRequest.setCertificate(certByteBuffer); 

        importRequest.setCertificateChain(null); 

        // Set the certificate authority ARN. 
        importRequest.withCertificateAuthorityArn(rootCAArn); 

        // Import the certificate. 
        try { 
            client.importCertificateAuthorityCertificate(importRequest); 
        } catch (CertificateMismatchException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (MalformedCertificateException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (InvalidArnException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ResourceNotFoundException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestInProgressException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (ConcurrentModificationException ex) { 
            throw ex; 
        } catch (RequestFailedException ex) { 
            throw ex; 
        } 

        System.out.println("Root CA certificate successfully imported."); 
        System.out.println("Root CA activated successfully."); 
    } 
     
    private static ByteBuffer stringToByteBuffer(final String string) { 
        if (Objects.isNull(string)) { 
            return null; 
        } 
        byte[] bytes = string.getBytes(StandardCharsets.UTF_8); 
        return ByteBuffer.wrap(bytes); 
    }
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}
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外部で署名されたプライベート CA 
証明書

プライベート CA 階層の信頼ルートが AWS Private CA の外部の CA でなければならない場合は、独自の
ルート CA を作成して自己署名できます。または、組織が運営する外部のプライベート CA によって署名
されたプライベート CA 証明書を取得することもできます。ソースが何であれ、外部から取得したこのCA
を使用して、AWS Private CA管理するプライベート下位CA証明書に署名できます。

Note

外部認証情報サービスの作成または取得手順は、このガイドの対象外です。

外部親CAを使用するとAWS Private CA、RFC 5280の名前制約セクションで定義されているCA名の制約
を強制できます。名前制約により、CA 管理者は証明書のサブジェクト名を制限できます。

プライベートの下位 CA 証明書を外部 CA と署名する予定がある場合、次の 3 つのタスクを完了してから
でないと CA が機能しませんAWS Private CA。

1. 証明書署名リクエスト (CSR) を作成します。
2. CSR を外部の署名機関に送信し、署名済みの証明書と証明書チェーンを添付して返送してください。
3. AWS Private CA署名付き証明書をにインストールします。

次の手順では、AWS Management Consoleまたはを使用してこれらのタスクを実行する方法について説明
しますAWS CLI。

外部署名の CA 証明書の取得とインストール (コンソール)

1. (オプション) CA の詳細ページをまだ開いていない場合は、https://console.aws.amazon.com/acm-pca/
homeAWS Private CA のコンソールを開いてください。プライベート認証局ページで、ステータスが 
[証明書保留中]、[アクティブ]、[無効]、または [期限切れ] の下位CAを選択します。

2. [アクション]、[CA 証明書のインストール] を選択して [下位 CA 証明書のインストール] ページを開き
ます。

3. 「下位 CA 証明書のインストール」ページの「CA の種類を選択」で、「外部プライベート CA」を選
択します。

4. この CA の CSR の下に、コンソールに CSR の Base64 でエンコードされた ASCII テキストが表示さ
れます。[コピー] ボタンを使用してテキストをコピーすることも、[CSR をファイルにエクスポート] 
を選択してローカルに保存することもできます。

Note

コピーして貼り付けるときは、CSR テキストの正確な形式を保存する必要があります。
5. 外部の署名機関から署名付き証明書を取得するためのオフライン手順をすぐに実行できない場合は、

署名付き証明書と証明書チェーンを入手したら、ページを閉じて戻ることができます。

それ以外の場合は、準備ができたら、次のいずれかを実行します。

• 証明書本文と証明書チェーンの Base64 でエンコードされた ASCII テキストをそれぞれのテキスト
ボックスに貼り付けます。
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• [アップロード] を選択して、証明書の本文と証明書チェーンをローカルファイルからそれぞれのテ
キストボックスに読み込みます。

6. [確認してインストール] を選択します。

外部署名の CA 証明書の取得とインストール (CLI)

1. get-certificate-authority-csrコマンドを使用して、プライベート CA の証明書署名リクエスト (CSR) を
作成します。CSR を画面に送信するには、--output text オプションを使用して各行の末尾から 
CR/LF 文字を削除します。CSR をファイルに送信するには、リダイレクトオプション (>) を使用し
て、ファイル名を指定します。

$ aws acm-pca get-certificate-authority-csr \
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-authority/CA_ID
 \
--output text

CSR をローカルファイルとして保存したら、次の OpenSSL コマンドを使用して検査できます。

openssl req -in path_to_CSR_file -text -noout

このコマンドを処理すると、次のような出力が生成されます。CA 拡張機能は TRUE であり、CSR が 
CA 証明書用であることを示しています。

Certificate Request:
Data:
Version: 0 (0x0)
Subject: O=ExampleCompany, OU=Corporate Office, CN=Example CA 1
Subject Public Key Info: 
    Public Key Algorithm: rsaEncryption 
        Public-Key: (2048 bit) 
        Modulus: 
            00:d4:23:51:b3:dd:01:09:01:0b:4c:59:e4:ea:81: 
            1d:7f:48:36:ef:2a:e9:45:82:ec:95:1d:c6:d7:c9: 
            7f:19:06:73:c5:cd:63:43:14:eb:c8:03:82:f8:7b: 
            c7:89:e6:8d:03:eb:b6:76:58:70:f2:cb:c3:4c:67: 
            ea:50:fd:b9:17:84:b8:60:2c:64:9d:2e:d5:7d:da: 
            46:56:38:34:a9:0d:57:77:85:f1:6f:b8:ce:73:eb: 
            f7:62:a7:8e:e6:35:f5:df:0c:f7:3b:f5:7f:bd:f4: 
            38:0b:95:50:2c:be:7d:bf:d9:ad:91:c3:81:29:23: 
            b2:5e:a6:83:79:53:f3:06:12:20:7e:a8:fa:18:d6: 
            a8:f3:a3:89:a5:a3:6a:76:da:d0:97:e5:13:bc:84: 
            a6:5c:d6:54:1a:f0:80:16:dd:4e:79:7b:ff:6d:39: 
            b5:67:56:cb:02:6b:14:c3:17:06:0e:7d:fb:d2:7e: 
            1c:b8:7d:1d:83:13:59:b2:76:75:5e:d1:e3:23:6d: 
            8a:5e:f5:85:ca:d7:e9:a3:f1:9b:42:9f:ed:8a:3c: 
            14:4d:1f:fc:95:2b:51:6c:de:8f:ee:02:8c:0c:b6: 
            3e:2d:68:e5:f8:86:3f:4f:52:ec:a6:f0:01:c4:7d: 
            68:f3:09:ae:b9:97:d6:fc:e4:de:58:58:37:09:9a: 
            f6:27 
        Exponent: 65537 (0x10001)
Attributes:
Requested Extensions: 
    X509v3 Basic Constraints: 
        CA:TRUE
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
 c5:64:0e:6c:cf:11:03:0b:b7:b8:9e:48:e1:04:45:a0:7f:cc: 
 a7:fd:e9:4d:c9:00:26:c5:6e:d0:7e:69:7a:fb:17:1f:f3:5d: 
 ac:f3:65:0a:96:5a:47:3c:c1:ee:45:84:46:e3:e6:05:73:0c: 
 ce:c9:a0:5e:af:55:bb:89:46:21:92:7b:10:96:92:1b:e6:75: 

Version latest
273

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/acm-pca/get-certificate-authority-csr.html
https://www.openssl.org/


AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド

 de:02:13:2d:98:72:47:bd:b1:13:1a:3d:bb:71:ae:62:86:1a: 
 ee:ae:4e:f4:29:2e:d6:fc:70:06:ac:ca:cf:bb:ee:63:68:14: 
 8e:b2:8f:e3:8d:e8:8f:e0:33:74:d6:cf:e2:e9:41:ad:b6:47: 
 f8:2e:7d:0a:82:af:c6:d8:53:c2:88:a0:32:05:09:e0:04:8f: 
 79:1c:ac:0d:d4:77:8e:a6:b2:5f:07:f8:1b:e3:98:d4:12:3d: 
 28:32:82:b5:50:92:a4:b2:4c:28:fc:d2:73:75:75:ff:10:33: 
 2c:c0:67:4b:de:fd:e6:69:1c:a8:bb:e8:31:93:07:35:69:b7: 
 d6:53:37:53:d5:07:dd:54:35:74:50:50:f9:99:7d:38:b7:b6: 
 7f:bd:6c:b8:e4:2a:38:e5:04:00:a8:a3:d9:e5:06:38:e0:38: 
 4c:ca:a9:3c:37:6d:ba:58:38:11:9c:30:08:93:a5:62:00:18: 
 d1:83:66:40

2. CSR を外部の署名機関に送信し、Base64 PEM でエンコードされた署名付き証明書と証明書チェーン
を含むファイルを取得します。

3. import-certificate-authority-certificateコマンドを使用して、プライベート CAAWS Private CA 証明書
ファイルとチェーンファイルをにインポートします。

$ aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:region:account:\
certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
--certificate file://C:\example_ca_cert.pem \
--certificate-chain file://C:\example_ca_cert_chain.pem 
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での Kubernetes の保護AWS Private 
CA

Kubernetes のコンテナとアプリケーションはデジタル証明書を使用して TLS 経由での安全な認証と暗号
化を行います。KubernetesのTLS証明書ライフサイクル管理に広く採用されているソリューションは次の
とおりです。cert-managerは Kubernetes のアドオンで、証明書をリクエストして Kubernetes コンテナに
配布し、証明書の更新を自動化します。

AWS Private CAcert-manager にオープンソースのプラグインを提供します。aws-privateca-issuer、秘密
鍵をクラスターに保存せずに CA をセットアップしたい証明書マネージャーユーザー向けです。CA業務
へのアクセス管理と監査に関する規制要件のあるユーザーは、このソリューションを使用して監査可能性
を高め、コンプライアンスをサポートできます。以下を使用できます。AWSAmazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) を備えたプライベート CA IssuerAWS、またはオンプレミスの Kubernetes で。

下の図は Amazon EKS クラスターで TLS を使用する場合に使用できるオプションの一部です。さまざま
なリソースを含むこの例のクラスターは、ロードバランサーの背後にあります。この数字は、外部ロー
ドバランサー、入力コントローラー、サービス内の個々のポッド、相互に安全に通信する一対のポッドな
ど、TLSで保護された通信のエンドポイントを特定します。

1. ロードバランサーで終了します。
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Elastic Load Balancing (ELB) はAWS Certificate Manager統合サービス。つまり、プライベート CA を
使用して ACM をプロビジョニングし、証明書に署名し、ELB コンソールを使用してインストールでき
ます。このソリューションは、リモートクライアントとロードバランサーの間に暗号化された通信を提
供します。データは暗号化されずに EKS クラスターに渡されます。または、プライベート証明書を非
正規の人に提供することもできますAWSTLS を終了するロードバランサー。

2. Kubernetes 入力コントローラーでの終了。

Ingress コントローラーは、ネイティブロードバランサーおよびルーターとして EKS クラスター内にあ
ります。両方をインストールした場合cert-managerそしてaws-privateca-issuer、クラスタにプライベー
ト CA をプロビジョニングすると、Kubernetes は署名付き TLS 証明書をコントローラにインストー
ルして、外部通信のクラスタのエンドポイントとして機能させることができます。ロードバランサー
と Ingress コントローラーの間の通信は暗号化され、受信後、データは暗号化されずにクラスターのリ
ソースに渡されます。

3. ポッドでの終了。

各ポッドは、ストレージとネットワークリソースを共有する 1 つ以上のコンテナのグループです。両方
をインストールした場合cert-managerそしてaws-privateca-issuer、プライベート CA を使用してクラス
タをプロビジョニングすると、Kubernetes は必要に応じて署名付き TLS 証明書をポッドにインストー
ルできます。ポッドで終了する TLS 接続は、クラスタ内の他のポッドではデフォルトでは使用できませ
ん。

4. ポッド間の通信をセキュリティで保護します。

複数のポッドに証明書をプロビジョニングして、相互に通信できるようにすることもできます。以下の
シナリオが考えられます。
• Kubernetes によって生成された自己署名証明書によるプロビジョニング。これにより Pod 間の通信

は保護されますが、自己署名証明書は HIPAA または FIPS の要件を満たしません。
• プライベート CA によって署名された証明書によるプロビジョニング。上の番号2と3のように、これ

には両方をインストールする必要がありますcert-managerそしてaws-privateca-issuerを選択し、プラ
イベート CA を使用してクラスターをプロビジョニングします。その後、Kubernetes は必要に応じて
署名付き TLS 証明書をポッドにインストールできます。

証明書マネージャーのクロスアカウント使用
CA へのクロスアカウントアクセス権を持つ管理者は、cert-manager を使用して Kubernetes クラス
ターをプロビジョニングできます。詳細については、「プライベート CA へのクロスアカウントアクセ
ス (p. 18)」を参照してください。

Note

特定のみAWS Private CAcertificate のテンプレートは、クロスアカウントのシナリオで使用で
きます。「」を参照してください。the section called “サポートされている証明書テンプレート 
” (p. 276)使用可能なテンプレートのリストを参照してください。

サポートされている証明書テンプレート
以下の表に一覧表示します。AWS Private CACert-manager と共に使用して Kubernetes クラスターをプロ
ビジョニングできるテンプレート。

Kubernetes でサポートされているテンプレート クロスアカウントの使用Support

BlankEndEntityCertificate_CSR パススルー/v1 定
義 (p. 140)
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ソリューション例

Kubernetes でサポートされているテンプレート クロスアカウントの使用Support

CodeSigningCertificate/V1 定義 (p. 145)  

EndEntityCertificate/V1 定義 (p. 147) ✓

EndEntityClientAuthCertificate/V1 定義 (p. 149) ✓

EndEntityServerAuthCertificate/V1 定義 (p. 151) ✓

OCSPSigningCertificate /V1 定義 (p. 153)  

ソリューション例
次の統合ソリューションでは、へのアクセスを設定する方法を示しています。AWS Private CAAmazon 
EKS クラスターでの。

• での TLS を有効にした Kubernetes クラスターAWS Private CAと Amazon EKS
• セットアップ end-to-end 新しい Amazon EKS による TLS 暗号化AWSLoad Balancer
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CA の構造とポリシーの文書化

AWS Private CA のベストプラクティ
ス

ベストプラクティスは、AWS Private CA をより効果的に使用するのに役立つ推奨事項です。次のベストプ
ラクティスは、現在の AWS Certificate Manager クライアントおよび AWS Private CA 顧客の実際の経験
に基づいています。

CA の構造とポリシーの文書化
AWS では、CA の運用に関するすべてのポリシーとプラクティスを文書化することを推奨します。アプ
ローチには以下が含まれます。

• CA 構造に関する意思決定の推論
• CA とその関係を示す図
• CA の有効期間に関するポリシー
• CA 承継の計画
• パスの長さに関するポリシー
• アクセス許可のカタログ
• 管理制御構造の説明
• セキュリティ

この情報は、証明書ポリシー (CP) と証明書プラクティスステートメント (CPS) と呼ばれる 2 つのドキュ
メントに取り込むことができます。CA オペレーションに関する重要な情報を取得するためのフレーム
ワークについては、「RFC 3647」を参照してください。

可能であればルート CA の使用を最小限に抑える
ルート CA は、通常、中間 CA 認定を交付するためにのみ使用する必要があります。これにより、中間 CA 
がエンドエンティティ証明書を発行する毎日のタスクを実行しながら、ルート CA を害のない方法で保存
することができます。

ただし、組織の現在のプラクティスがルート CA から直接エンドエンティティ証明書を発行する場
合、AWS Private CA はこのワークフローをサポートすると同時に、セキュリティと運用制御を向上
させることができます。このシナリオでエンドエンティティ証明書を発行するには、ルート CA がエ
ンドエンティティ証明書テンプレートを使用することを許可する IAM アクセス許可ポリシーが必要で
す。IAM ポリシーの詳細については、「の Identity and Access Management (IAM)AWS Private Certificate 
Authority (p. 8)」を参照してください。

Note

この構成には制限があり、運用上の問題が生じる可能性があります。たとえば、ルート CA が侵
害されたり紛失したりした場合、新しいルート CA を作成し、環境内のすべてのクライアントに
配布する必要があります。この回復プロセスが完了するまで、新しい証明書を発行することはで
きません。また、ルート CA から証明書を直接発行すると、アクセスを制限したり、ルートから
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発行される証明書の数を制限したりできなくなります。これらの証明書は、ルート CA の管理に
関するベストプラクティスと見なされます。

ルート CA に独自の AWS アカウントを与える
ルート CA と下位 CA を 2AWS つの異なるアカウントで作成することが推奨されるベストプラクティス
です。これにより、ルート CA に対する追加の保護とアクセス制御が提供されます。そのためには、あ
るアカウントの下位 CA から CSR をエクスポートして、別のアカウントのルート CA で署名します。
このアプローチの利点は、CA の制御をアカウントごとに分けることができることです。欠点は、AWS 
Management Consoleウィザードを使用してルート CA の下位 CA の CA 証明書に署名するプロセスを簡略
化できないことです。

Important

アクセスするときはいつでも多要素認証 (MFA) を使用することを強くお勧めしますAWS Private 
CA。

管理者と発行者の役割を分ける
CA 管理者ロールは、エンドエンティティ証明書の発行のみが必要なユーザーとは別にする必要がありま
す。CA 管理者と証明書発行者が同じ AWS アカウントにいる場合は、その目的専用の IAM ユーザーを作
成することで発行者の権限を制限できます。

証明書のマネージド失効の実装
管理失効は、証明書が失効したときに、証明書クライアントに自動的に通知します。証明書の暗号化情報
が漏えいした場合や、証明書が誤って発行された場合は、証明書を取り消す必要がある場合があります。
クライアントは通常、失効した証明書の受け入れを拒否します。 AWS Private CAには、オンライン証明
書ステータスプロトコル (OCSP) と証明書失効リスト (OCSP) の2つの標準オプションが用意されていま
す。詳細については、「証明書失効方法の設定 (p. 60)」を参照してください。

AWS CloudTrail をオンにする
プライベート CA を作成して運用を開始する前に、 CloudTrail ロギングを有効にしてください。を使用す
ると CloudTrail、AWSアカウントの APIAWS 呼び出しの履歴を取得してデプロイを監視できます。この
履歴には、、、AWS SDKAWS Management Console、AWS Command Line Interface、AWSおよび上位
のサービスから行われた API 呼び出しが含まれます。また、履歴では、PCA API オペレーションを呼び出
したユーザーとアカウント、呼び出し元のソース IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できま
す。API CloudTrail を使用してアプリケーションに統合したり、組織用の証跡の作成を自動化したり、追
跡の状態を確認したり、 CloudTrail ログ記録のオン/オフを管理者が切り替える方法を制御したりすること
もできます。詳細については、「証跡の作成」を参照してください。AWS Private CA オペレーションの証
跡の例については、「使用中 CloudTrail (p. 26)」を参照してください。

CA プライベートキーをローテーション
ベストプラクティスとして、プライベート CA のプライベートキーを定期的に更新します。キーを更新す
るには、新しい CA 認定をインポートするか、プライベート CA を新しい CA に置き換えます。
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使用していない認証の削除
プライベート CA を完全に削除できます。この操作は、CA が不要になった場合や、より新しいプライベー
トキーを持つ CA に置き換える必要がある場合に行います。CA を安全に削除するには、「プライベート 
CA の削除 (p. 115)」で示している手順に従うことをお勧めします。

Note

AWS は、CA が削除されるまで請求を行います。

CRL へのパブリックアクセスのブロック
AWS Private CACRL を含むバケットで、Amazon S3 ブロックパブリックアクセス機能の使用を推奨して
います。これにより、プライベートPKIの詳細が潜在的な敵に不必要に公開されるのを防ぐことができま
す。BPA は S3 のベストプラクティスであり、新しいバケットではデフォルトで有効になっています。追
加の設定が必要なことがあります。詳細については、「S3 のブロックパブリックアクセス (BPA) 機能を
有効にする (p. 64)」を参照してください。

Amazon EKS アプリケーションのベストプラク
ティス

AWS Private CAを使用して Amazon EKS を X.509 証明書でプロビジョニングする場合は、Amazon
EKS ベストプラクティスガイドのマルチテナント環境を保護するための推奨事項に従ってくださ
い。KubernetesAWS Private CA との統合に関する一般的な情報については、を参照してくださいでの 
Kubernetes の保護AWS Private CA (p. 275)。
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トラブルシューティング
AWS Private Certificate Authority を使用する際に問題がある場合は、以下のトピックを参照してくださ
い。

トピック
• プライベート CA 証明書の作成と署名 (p. 281)
• OCSP レスポンスのレイテンシー (p. 281)
• CRL バケットの作成を許可するように Amazon S3 を設定する (p. 281)
• 自己署名の CA 証明書の失効 (p. 281)
• 例外処理 (p. 282)
• Matter スタンダードの使用 (p. 283)

プライベート CA 証明書の作成と署名
プライベート CA を作成したら、CSR を取得し、X.509 インフラストラクチャで中間 CA またはルート 
CA に送信する必要があります。お客様の CA は、CSR を使用してプライベート CA 証明書を作成し、そ
の証明書に署名してからお客様に返します。

残念ながら、プライベート CA 証明書の作成と署名に関連する問題について具体的なアドバイスをするこ
とはできません。X.509 インフラストラクチャとその中の CA 階層の詳細は、AWS Private CAこのドキュ
メントの対象外です。

OCSP レスポンスのレイテンシー
発信者が地域のエッジキャッシュまたは発行元の CA のリージョンから地理的に離れていると、OCSP の
応答が遅くなる可能性があります。地域別エッジキャッシュの可用性について詳しくは、「グローバル
エッジネットワーク」を参照してください。証明書は、その証明書が使用される地域の近くで発行するこ
とをお勧めします。

CRL バケットの作成を許可するように Amazon S3 
を設定する

アカウントに Amazon S3 ブロックパブリックアクセス (バケット設定) が適用されている場合、プライ
ベート CA は CRL バケットの作成に失敗する可能性があります。この場合は、Amazon S3 の設定を確認
してください。詳細については、「Amazon S3 パブリックアクセスのブロックの使用」を参照してくださ
い。

自己署名の CA 証明書の失効
自己署名 CA 認定を取り消すことはできません。代わりに、CA を削除する必要があります。
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例外処理
AWS Private CA コマンドは、いくつかの原因で失敗する場合があります。各例外とその解決に関する推奨
事項については、以下の表を参照してください。

AWS Private CA の例外

AWS Private CA によって返され
た例外

説明 レコメンデーション

AccessDeniedException 指定されたコマンドを使用する
ために必要なアクセス許可が、
プライベート CA によって呼び出
し側アカウントに委任されてい
ません。

AWS Private CA でのアクセス
許可の委任については、「ACM 
への証明書更新権限の割り当
て (p. 96)」を参照してくださ
い。

InvalidArgsException 証明書の作成または更新リクエ
ストが、無効なパラメータを使
用して行われました。

コマンドの各マニュアルを参照
して、入力パラメータが有効で
あることを確認します。新しい
証明書を作成する場合は、リク
エストされた署名アルゴリズム
が CA のキータイプで使用できる
ことを確認してください。

InvalidStateException 関連付けられたプライベート CA 
が ACTIVE 状態ではないため、
証明書を更新できません。

[プライベート CA を復元しま
す (p. 116)] を試みます。プライ
ベート CA が復元期間外にある場
合、CA を復元できないため、証
明書を更新できません。

LimitExceededException 各認証機関 (CA) には、発行で
きる証明書のクォータがありま
す。指定された証明書に関連付
けられているプライベート CA が
クォータに達しました。詳細に
ついては、AWS 全般のリファレ
ンスガイドのService Quotas を
参照してください。

AWS サポートセンターに連絡し
て、クォータの引き上げをリク
エストしてください。

MalformedCSRException AWS Private CA に送信された証
明書署名要求 (CSR) を、検証ま
たは検証できません。

CSR が正しく生成され、設定さ
れていることを確認します。

OtherException 内部エラーにより、リクエスト
に失敗しました。

コマンドを再度実行してみ
ます。問題が解決しない場合
は、AWS サポートセンターに連
絡してください。

RequestFailedException AWS 環境内のネットワークの問
題により、リクエストが失敗し
ました。

リクエストを再試行します。失
敗が続く場合は、Amazon VPC 
(VPC) の設定を確認してくださ
い。

ResourceNotFoundException 証明書を発行したプライベート 
CA は削除済みであり、存在しま
せん。

別のアクティブ CA に新しい証明
書をリクエストします。
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AWS Private CA によって返され
た例外

説明 レコメンデーション

ThrottlingException リクエストされた API アクショ
ンは、クォータを超過したた
め、失敗しました。

許可されている数を超えてコー
ルを発信していないことを確認
しますAWS Private CA。

ThrottlingException エラー
は、クォータを超過した状態で
はなく、一時的な状態が発生し
たためにも発生することがあり
ます。このエラーが発生し、発
行したコールがクォータを超過
していない場合、リクエストを
再試行してください。

クォータに達した場合、増加
をリクエストすることができま
す。詳細については、AWS 全般
のリファレンスガイドのService 
Quotas を参照してください。

ValidationException リクエストの入力パラメータが
正しくフォーマットされていな
いか、ルート証明書の有効期間
が、リクエストされた証明書の
有効期間より前に終了します。

コマンドの入力パラメータの構
文要件と、CA のルート証明書の
有効期間を確認します。有効期
間の変更については、「プライ
ベート CA の更新 (p. 104)」を参
照してください 。

Matter スタンダードの使用
Matter 接続規格は、モノのインターネット (IoT) デバイスのセキュリティと一貫性を向上させる証明書構
成を規定しています。Matter 準拠のルート CA、中間 CA、およびエンドエンティティ証明書を作成する
ための Java サンプルは、にありますの使用AWS Private CAマター標準を実装するための API (Java の
例) (p. 238)。

トラブルシューティングを支援するために、Matter 開発者は chip-cert と呼ばれる証明書検証ツールを提供
しています。ツールによって報告されるエラーは、次の表にリストされています。

エラーコー
ド

意味 修正

00000305 BasicConstraints、KeyUsage、ExtensionKeyUsageお
よびエクステンションには「重要」と
マークする必要があります。

ユースケースに適したテンプレートを選択していることを確認してください。

00000050 権限キー識別子が存在している必要が
あります。

AWS Private CAルート証明書に権限キー識別子の拡張子を設定しません。CSR を使用して 
Base64AuthorityKeyIdentifier でエンコードされた値を生成し、それをに渡す必要がありま
すCustomExtension。詳細については、Matter 準拠のルート CA をアクティブにする (p. 264)お
よび製品認証機関を有効化 (p. 251)を参照してください。

0000004 証明書の有効期限が切れています。 使用する証明書の有効期限が切れていないことを確認してください。

00000014 証明書チェーンの検証に失敗しまし
た。

このエラーは、提供されている Java サンプルを使用せずに Matter 準拠のエンドエン
ティティ証明書を作成しようとした場合に発生する可能性があります。Java サンプルで
は (p. 238)、AWS Private CA API を使用して適切な設定が渡されます KeyUsage。
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エラーコー
ド

意味 修正

デフォルトでは、AWS Private CAは 9 KeyUsage ビットの拡張値を生成し、9 番目のビット
は余分なバイトになります。Matter はフォーマット変換中に余分なバイトを無視するため、
チェーン検証が失敗します。ただし、CustomExtensionAPIPassthroughテンプレートの a を
使用して、KeyUsage値の正確なバイト数を設定できます。例については、「ノード運用証明書
の作成 (p. 248)」を参照してください。

サンプルコードを変更したり、openssl などの代替の X.509 ユーティリティを使用する場合
は、チェーン検証エラーを避けるために手動で検証を行う必要があります。

コンバージョンがロスレスであることを確認するには

1. openssl を使用して、証明書、ノード (エンドエンティティ) 証明書に有効なチェーンが含
まれていることを確認します。この例では、rcac.pemはルート CA 証明書、icac.pemは
中間 CA 証明書、noc.pemはノード証明書です。

openssl verify -verbose -CAfile <(cat rcac.pem icac.pem) noc.pem

2. chip-cert を使用して PEM 形式のノード証明書を TLV (タグ、長さ、値) 形式に変換し、も
う一度変換し直します。

./chip-cert convert-cert noc.pem noc.chip -c

./chip-cert convert-cert noc.chip noc_converted.pem -p

ファイルとは、noc.pemnoc_converted.pem文字列比較ツールで確認したものとまった
く同じでなければなりません。
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用語と概念
次の用語と概念は、AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) で作業する際に役立ちます。

トピック
• 信頼 (p. 285)
• TLS サーバー証明書 (p. 285)
• 証明書の署名 (p. 285)
• 認証機関 (p. 286)
• ルート CA  (p. 286)
• CA 証明書 (p. 286)
• ルート CA 証明書 (p. 287)
• エンドエンティティ証明書 (p. 287)
• 自己署名証明書 (p. 287)
• プライベート証明書 (p. 287)
• 証明書パス (p. 288)
• パスの長さに関する制約 (p. 288)

信頼
ウェブブラウザがウェブサイトのアイデンティティを信頼するために、ウェブサイトの証明書がブラウザ
によって検証できる必要があります。しかし、ブラウザは CA ルート証明書と呼ばれるほんのわずかな証
明書のみを信頼します。認証機関 (CA) と呼ばれる信頼されるサードパーティは、ウェブサイトのアイデン
ティティを検証し、ウェブサイト運営者に署名されたデジタル証明書を発行します。こうしてブラウザは
デジタル署名を確認して、ウェブサイトのアイデンティティを検証します。検証に成功した場合は、ブラ
ウザのアドレスバーにロックアイコンが表示されます。

TLS サーバー証明書
HTTPS トランザクションは、サーバーを認証するためにサーバー証明書を要求します。サーバー証明書と
は、証明書のパブリックキーを証明書の件名にバインドする X.509 v3 データ構造です。TLS 証明書とは、
認証機関 (CA) によって署名されます。これには、サーバーの名前、有効期間、パブリックキー、署名アル
ゴリズムなどが含まれます。

証明書の署名
デジタル署名は、証明書上の暗号化されたハッシュです。署名は、証明書データの整合性を確認するため
に使用します。プライベート CA は、可変サイズの証明書コンテンツに SHA256 などの暗号化ハッシュ関
数を使用して署名を作成します。このハッシュ関数は、効果的に偽造不可能な固定サイズのデータ文字列
を生成します。この文字列はハッシュと呼ばれます。次に CA は、プライベートキーを使用してハッシュ
値を暗号化し、暗号化したハッシュを証明書に連結します。
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認証機関
認証機関 (CA) は、デジタル証明書を発行し、必要に応じて、取り消します。最も一般的なタイプの証明
書は ISO X.509 規格に基づくものです。X.509 証明書は、証明書のサブジェクトのアイデンティティを
確認し、そのアイデンティティをパブリックキーにバインドします。サブジェクトは、ユーザー、アプリ
ケーション、コンピュータ、またはその他のデバイスです。CA は証明書に署名するために、コンテンツ
をハッシュし、そのハッシュを証明書のパブリックキーに関連するプライベートキーで暗号化します。サ
ブジェクトのアイデンティティを確認する必要があるクライアントアプリケーション (ウェブブラウザな
ど) は、パブリックキーを使用して証明書の署名を復号します。次に証明書のコンテンツをハッシュし、
ハッシュした値と復号した署名を比較して一致するかどうかを確認します。証明書の署名の詳細について
は、「証明書の署名 (p. 285)」を参照してください。

AWS Private CA を使用してプライベート CA を作成し、このプライベート CA を使用して証明書を発行で
きます。プライベート CA は、組織内で使用するプライベート SSL/TLS 証明書のみを発行します。詳細に
ついては、「プライベート証明書 (p. 287)」を参照してください。プライベート CA を使用するには、事
前に証明書が必要です。詳細については、「CA 証明書 (p. 286)」を参照してください。

ルート CA
ルート CA とは暗号構築ブロックで、証明書を発行できる信頼のルートのことです。証明書に署名 (発行) 
するためのプライベートキーと、ルート CA を識別し、プライベートキーを CA 名にバインドするルート
証明書で構成されています。ルート証明書は、環境内の各エンティティの信頼ストアに配布されます。
管理者は、信頼する CA のみを含めるように信頼ストアを構築します。管理者は、信頼ストアをオペレー
ティングシステム、インスタンス、および環境内のエンティティのホストマシンイメージに更新または構
築します。リソースが互いに接続しようとシた場合、各エンティティが提示する証明書を確認します。ク
ライアントは、証明書の有効性、および証明書から信頼ストアにインストールされているルート証明書へ
のチェーンが存在するかどうかを確認します。これらの条件が満たされると、リソース間で「ハンドシェ
イク」が実行されます。このハンドシェイクは、各エンティティのアイデンティティを暗号的に証明し、
それらの間に暗号化された通信チャネル (TLS/SSL) を作成します。

CA 証明書
認証機関 (CA) 証明書では、CA のアイデンティティを確認し、これを証明書内のパブリックキーにバイン
ドします。

AWS Private CA を使用して、プライベートルート CA またはプライベート下位 CA を作成し、それぞれが 
CA 証明書によって裏付けられます。下位 CA 証明書は、信頼のチェーンの上位の別の CA 証明書によって
署名されます。ただし、ルート CA の場合、証明書は自己署名です。また、外部ルート権限 (オンプレミス
でホストされているなど) を確立することもできます。その後、ルート権限を使用して、AWS Private CA 
によってホストされる下位ルート CA 証明書に署名できます。

次の例では、AWS Private CA X.509 CA 証明書内の一般的なフィールドを示します。CA 証明書の場
合、CA: フィールドの Basic Constraints 値は TRUE に設定します。

Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 4121 (0x1019) 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
        Issuer: C=US, ST=Washington, L=Seattle, O=Example Company Root CA, OU=Corp, 
 CN=www.example.com/emailAddress=corp@www.example.com 
        Validity 
            Not Before: Feb 26 20:27:56 2018 GMT 
            Not After : Feb 24 20:27:56 2028 GMT 
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ルート CA 証明書

        Subject: C=US, ST=WA, L=Seattle, O=Examples Company Subordinate CA, OU=Corporate 
 Office, CN=www.example.com 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                     00:c0: ... a3:4a:51
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            X509v3 Subject Key Identifier: 
                F8:84:EE:37:21:F2:5E:0B:6C:40:C2:9D:C6:FE:7E:49:53:67:34:D9 
            X509v3 Authority Key Identifier: 
                keyid:0D:CE:76:F2:E3:3B:93:2D:36:05:41:41:16:36:C8:82:BC:CB:F8:A0 

            X509v3 Basic Constraints: critical 
                CA:TRUE 
            X509v3 Key Usage: critical 
                Digital Signature, CRL Sign 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
          6:bb:94: ... 80:d8

ルート CA 証明書
認証局（CA）は通常、親子関係が明確に定義された他の複数のCAを含む階層構造内に存在します。子ま
たは下位の CA はその親 CA に証明され、証明書チェーンを造り上げます。階層の最上部にある CA は
ルート CA とされ、その証明書はルート証明書と呼ばれます。この証明書は通常、自己署名されていま
す。

エンドエンティティ証明書
エンドエンティティ証明書は、サーバー、インスタンス、コンテナ、デバイスなどのリソースを識別しま
す。CA 証明書とは異なり、エンドエンティティ証明書は証明書の発行には使用できません。エンドエン
ティティ証明書の他の一般的な用語には、「クライアント」または「サブスクライバー」証明書がありま
す。

自己署名証明書
上位の CA ではなく、発行者によって署名された証明書。CA が管理する安全なルートから発行される証明
書とは異なり、自己署名証明書は独自のルートとして機能するため、次のような大きな制限があります。
ネットワーク上での暗号化には使用できますが、本人確認には使用できません。また、取り消すこともで
きません。セキュリティの観点からは受け入れられません。しかし、生成が容易で、専門知識やインフラ
ストラクチャを必要とせず、多くのアプリケーションがそれらを受け入れるために、組織により使用され
ます。自己署名証明書の発行には、何の制御もありません。有効期限の日付を確認する方法が無いため、
これを使う組織は、証明書の有効期限切れによって使用不能に陥るリスクが大きくなります。

プライベート証明書
AWS Private CA証明書は、組織内で使用できるプライベートSSL/TLS証明書ですが、パブリックインター
ネット上では信頼できません。これらの証明書を使用して、クライアント、サーバー、アプリケーショ
ン、サービス、デバイス、ユーザーなどのリソースを識別します。安全な暗号化された通信チャネルを確
立する場合、各リソースは次のような証明書と暗号化手法を使用してそのアイデンティティを別のリソー
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証明書パス

スに対して証明します。内部の API エンドポイント、ウェブサーバー、VPN ユーザー、IoT デバイス、お
よびその他多くのアプリケーションでは、プライベート証明書を使用して、安全なオペレーションに必要
な暗号化された通信チャネルを確立します。デフォルトでは、プライベート証明書はパブリックに信頼さ
れません。内部管理者は、プライベート証明書を信頼するように明示的にアプリケーションを設定し、証
明書を配布する必要があります。

Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 
            e8:cb:d2:be:db:12:23:29:f9:77:06:bc:fe:c9:90:f8 
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
        Issuer: C=US, ST=WA, L=Seattle, O=Example Company CA, OU=Corporate, 
 CN=www.example.com 
        Validity 
            Not Before: Feb 26 18:39:57 2018 GMT 
            Not After : Feb 26 19:39:57 2019 GMT 
        Subject: C=US, ST=Washington, L=Seattle, O=Example Company, OU=Sales, 
 CN=www.example.com/emailAddress=sales@example.com 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
                Public-Key: (2048 bit) 
                Modulus: 
                     00...c7
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            X509v3 Basic Constraints: 
                CA:FALSE 
            X509v3 Authority Key Identifier: 
                keyid:AA:6E:C1:8A:EC:2F:8F:21:BC:BE:80:3D:C5:65:93:79:99:E7:71:65 

            X509v3 Subject Key Identifier: 
                C6:6B:3C:6F:0A:49:9E:CC:4B:80:B2:8A:AB:81:22:AB:89:A8:DA:19 
            X509v3 Key Usage: critical 
                Digital Signature, Key Encipherment 
            X509v3 Extended Key Usage: 
                TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication 
            X509v3 CRL Distribution Points: 

                Full Name: 
                  URI:http://NA/crl/12345678-1234-1234-1234-123456789012.crl 

    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption 
          58:32:...:53

証明書パス
証明書を使用するクライアントは、エンドエンティティ証明書から、場合によっては中間証明書のチェー
ンを経由して、信頼できるルートまでのパスが存在することを検証します。クライアントは、パス上の各
証明書が有効である (失効していない) ことを確認します。また、エンドエンティティ証明書の有効期限が
切れていないこと、整合性がある（改ざんまたは変更されていない）こと、および証明書の制約が適用さ
れていることも確認します。

パスの長さに関する制約
基本的な制約pathLenConstraintCA 証明書の場合、その下のチェーンに存在する可能性のある下位 CA 証
明書の数を設定します。たとえば、パス長の制約が 0 の CA 証明書には、下位 CA を含めることはできま
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パスの長さに関する制約

せん。パス長の制約が 1 の CA は、その下に最大 1 つのレベルの下位 CA を持つことができます。RFC 
5280これを「最大数」と定義しています non-self-issued 有効な証明書パスでこの証明書に従う可能性があ
る中間証明書。」 パス長の値にはエンドエンティティ証明書は含まれていませんが、検証チェーンの「長
さ」や「深さ」に関する非公式な言葉ではそれが含まれ、混乱を招きます。
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ドキュメント履歴
以下の表は、このドキュメントの 2018 年 1 月以降の大きな変更点をまとめたものです。ここに表示され
ている主要な変更に加えて、その内容の説明と例を向上し、ユーザーから寄せられるフィードバックにも
応える目的で、このドキュメントは頻繁に更新されます。重要な変更についての通知を受け取るには、右
上隅にあるリンクを使用して、RSS フィードをサブスクライブします。

変更 説明 日付

新しいサービス名と一致するよ
うにセキュリティポリシー名を
変更する (p. 290)

AWSの標準権限を指定するマ
ネージド IAM ポリシーに新しい
名前を採用AWS Private CA。詳
細については、「AWS マネージ
ドポリシー」を参照してくださ
い。

2023

AWS管理ポリシーの変更トラッ
カーの追加 (p. 290)

AWSの標準権限を指定するマ
ネージド IAM ポリシーの変更を
追跡するためのドキュメントが追
加されましたAWS Private CA。
詳細については、「AWSの管理
ポリシーの更新」を参照してくだ
さいAWS Private CA。

2022 年 11 月 11 日

有効期間の短い証明書を発行
するCAのAPIとCLIのサポー
ト (p. 290)

CA 使用モードの導入によ
り、CA は汎用証明書を発行する
か、有効期限が短い証明書のみを
発行するように設定できます。詳
細については、「認証局モード」
を参照してください。

2022 年 10 月 24 日

サービスのブランド変更とコン
ソールの更新 (p. 290)

サービスの名前がAWS Private 
Certificate Authority (AWS Private 
CA) に変更されました。AWS 
Private CAコンソールの操作性が
向上し、ヘルプパネルが統合さ
れ、ドキュメント全体へのリンク
が表示されます。

2022 年 9 月 27 日

Matter 準拠の証明書サポー
ト (p. 290)

3 つの新しい証明書テンプレート
により、Matter 準拠の CA 証明
書とエンドエンティティ証明書の
サポートが追加されました。詳細
については、「証明書テンプレー
トについて」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 20 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 290)

アジアパシフィック (ジャカルタ) 
にエンドポイントが追加されまし
た。AWS Private CA エンドポイ
ントの詳しいリストについては、
「AWS Certificate Manager プラ
イベート認証機関のエンドポイン
トとクォータ」を参照してくださ
い。

2022 年 5 月 4 日
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カスタム属性と拡張機能の
Support (p. 290)

CustomAttributeオブジェク
トを使用してカスタマイズ
された CA と証明書を設定
し、CustomExtension オブジェ
クトを使用してカスタマイズされ
た証明書を設定します。

2022 年 3 月 16 日

マネージド OCSP の
Support (p. 290)

OCSP を含む失効オプションに
ついては、「証明書失効方法の設
定」を参照してください。

2021 年 8 月 18 日

CRSupport の S3 のブロックパ
ブリックパブリックパブリック
パブリックブロックパブリック
ブロックパブリックブロックパ
ブリックブロックパブリックブ
ロックパブリック (p. 290)

S3 のブロックパブリックブロッ
クパブリックブロックパブリック
ブロックパブリックブロックパブ
リックブロックパブリックブロッ
クパブリックブロックパブリック

2021 年 5 月 27 日

新規および更新された Java 実装
例 (p. 290)

ACM プライベート CA API の使
用 (Java サンプル) を参照してく
ださい。

2020 年 9 月 9 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 290)

アフリカ (ケープタウン) と欧州 
(ミラノ) にエンドポイントが追
加されました。AWS Private CA 
エンドポイントの詳しいリスト
については、「AWS Certificate 
Manager プライベート認証機関
のエンドポイントとクォータ」を
参照してください。

2020 年 8 月 27 日

クロスアカウントのプライベー
ト CA アクセスがサポートされて
います (p. 290)

AWS Certificate Managerユー
ザーは、自分が所有していないプ
ライベート CA を使用して証明書
を発行する権限を与えられます。
詳細については、「プライベート 
CA へのクロスアカウントアクセ
ス」を参照してください。

2020 年 8 月 17 日

VPC エンドポイント 
(PrivateLink) サポート (p. 290)

ネットワークセキュリティを強
化するために VPC エンドポイン
ト (AWSPrivateLink) の使用のサ
ポートを追加しました。詳細に
ついては、「ACM プライベート 
CA VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してくださ
い。

2020 年 3 月 26 日

専用のセキュリティセクション
が追加されました (p. 290)

AWS のセキュリティドキュメ
ントは、専用のセキュリティセ
クションに統合されました。セ
キュリティの詳細については、
「AWS Certificate Manager プ
ライベート認証機関のセキュリ
ティ」を参照してください。

2020 年 3 月 26 日
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/pca.html
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https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/vpc-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/security.html
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テンプレート ARN が監査レポー
トに追加されました。 (p. 290)

詳細については、「プライベート 
CA の監査報告書の作成」を参照
してください。

2020 年 3 月 6 日

CloudFormation サポー
ト (p. 290)

AWS CloudFormation のサポー
トが追加されました。詳細につ
いては、AWS CloudFormation
ユーザーガイドの「ACMPCA 
Resource Type Reference」を参
照してください。

2020 年 1 月 22 日

CloudWatch イベント統
合 (p. 290)

CloudWatch イベントとの統合
により、CA の作成、証明書の発
行、CRL の作成などの非同期イ
ベントが可能になります。詳細に
ついては、「 CloudWatch イベン
トの使用」を参照してください。

2019 年 12 月 23 日

FIPS エンドポイント (p. 290) AWS GovCloud (米国東部) と 
AS GovCloud (米国西部) に FIPS 
エンドポイントが追加されまし
た。AWS Private CA エンドポイ
ントの詳しいリストについては、
「AWS Certificate Manager プラ
イベート認証機関のエンドポイン
トとクォータ」を参照してくださ
い。

2019 年 12 月 13 日

タグベースの権限 (p. 290) 新しい API
TagResource、UntagResource、
および ListTagsForResource
を使用してサポートされるタグ
ベースのアクセス許可。タグベー
スのコントロールに関する一般
的な情報については、「IAM 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制
御」を参照してください。

2019 年 11 月 5 日

名前制限の適用 (p. 290) インポートされた CA 認定にサブ
ジェクト名の制約を適用するため
のサポートが追加されました。詳
細については、「プライベート 
CA に名前制約を適用する」を参
照してください。

2019 年 10 月 28 日

新しい証明書テンプレー
ト (p. 290)

AWS Signer によるコード署名用
のテンプレートなど、新しい証
明書テンプレートが追加されま
した。詳細については、「テンプ
レートの使用」を参照してくださ
い。

2019 年 10 月 1 日
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https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/PcaAuditReport.html
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https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/AWS_ACMPCA.html
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https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/pca.html
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https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/UsingTemplates.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/UsingTemplates.html
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CA のプランニング (p. 290) AWS Private CA を使用した PKI 
の計画に関する新しいセクション
が追加されました。詳細について
は、「ACM プライベート CA デ
プロイの計画」を参照してくださ
い。

2019 年 9 月 30 日

リージョンサポートの追
加 (p. 290)

AWS アジアパシフィック (香港) 
リージョンのリージョンサポート
が追加されました。サポートされ
ているリージョンの完全なリスト
については、「AWS Certificate 
Manager プライベート認証機関
のエンドポイントとクォータ」を
参照してください。

2019 年 7 月 24 日

プライベート CA 階層の完全なサ
ポートを追加 (p. 290)

ルート CA の作成とホストのサ
ポートにより、外部の親が不要に
なります。

2019年6月20日

リージョンサポートの追
加 (p. 290)

AWS GovCloud (米国西部および
米国東部) リージョンのサポート
を追加しました。サポートされ
ているリージョンの完全なリスト
については、「AWS Certificate 
Manager プライベート認証機関
のエンドポイントとクォータ」を
参照してください。

2019 年 5 月 8 日

リージョンサポートの追
加 (p. 290)

AWS アジアパシフィック (ムン
バイとソウル)、米国西部 (北カ
リフォルニア)、欧州 (パリとス
トックホルム) 各リージョンの
サポートが追加されました。サ
ポートされているリージョンの完
全なリストについては、「AWS 
Certificate Manager プライベー
ト認証機関のエンドポイントと
クォータ」を参照してください。

2019年4月4日

テスト証明書更新ワークフ
ロー (p. 290)

ACM マネージド更新ワークフ
ローの設定を手動でテストでき
るようになりました。詳細につい
ては、「ACM のマネージド更新
設定のテスト」を参照してくださ
い。

2019年3月14日

リージョンサポートの追
加 (p. 290)

AWS 欧州 (ロンドン) リージョン
のサポートを追加しました。サ
ポートされているリージョンの完
全なリストについては、「AWS 
Certificate Manager プライベー
ト認証機関のエンドポイントと
クォータ」を参照してください。

2018 年 8 月 1 日
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https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/PcaPlanning.html
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以前の更新

削除した CA を復元す
る (p. 290)

プライベート CA の復元を使用す
ると、認証機関 (CA) が削除され
てから最大 30 日間、その CA を
復元できます。詳細については、
「プライベート CA の復元」を参
照してください。

2018 年 6 月 20 日

以前の更新
次の表は、2018 年 6 月以前の AWS Private Certificate Authority ドキュメントのリリース履歴をまとめた
ものです。

変更 説明 日付

新規ガイド このリリースでは AWS Private 
Certificate Authority を導入して
います。

2018 年 04 月 4 日

Version latest
294

https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/PCARestoreCA.html
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ある場合、英語版が優先します。

Version latest
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