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動画の概要

AWS Resource Access Manager と
は?

AWS Resource Access Manager(AWS RAM) を使用すると、組織または組織単位 (OU) 内でAWS アカウ
ント、またサポートされているリソースタイプのAWS Identity and Access Management (IAM) ロールや
ユーザーと、リソースを安全に共有できます。複数のがある場合AWS アカウント、リソースを 1 回作成
し、AWS RAMを使用してそのリソースを他のアカウントで使用可能にします。アカウントがによって
管理されている場合AWS Organizations、リソースを共有できるは相手は組織内の他のすべてのアカウン
ト、または 1 つ以上の指定された組織単位 (OU) に含まれるアカウントのみです。アカウントが組織の一
部かどうかにかかわらず、アカウント ID で特定の AWS アカウント と共有することも可能です。サポー
トされているリソースタイプ (p. 53)によっては、指定した IAM ロールやユーザーと共有することもで
きます。

内容
• 動画の概要 (p. 1)
• AWS RAM の利点 (p. 4)
• リソース共有のしくみ (p. 5)
• AWS RAM へのアクセス (p. 6)
• AWS RAM の料金 (p. 7)
• コンプライアンスと国際規格 (p. 7)

動画の概要
次の動画では、AWS RAMリソース共有の簡単な紹介と作成方法を説明します。詳細については、
「??? (p. 28)」を参照してください。
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動画の概要

次の動画は、AWSAWSリソースにマネージドアクセス許可を適用する方法を示しています。詳細について
は、「??? (p. 73)」を参照してください。
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動画の概要

この動画では、最小権限のベストプラクティスに従って、カスタマーマネージドアクセス許可の作成と関
連付けを行う方法を紹介します。詳細については、「??? (p. 77)」を参照してください。
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AWS RAM の利点

AWS RAM の利点
AWS RAM を使用する理由 以下のような利点があります。

• [Reduces your operational overhead] (運用オーバーヘッドを削減) — リソースを一度作成すれば、AWS 
RAM を使用してそのリソースを他のアカウントと共有できます。これにより、複製したリソースをすべ
てのアカウントにプロビジョニングする必要がなくなるため、運用のオーバーヘッドが減少します。リ
ソースを所有するアカウント内で、ID ベースの権限ポリシーを使用しなくても、AWS RAMそのアカウ
ントのすべてのロールとユーザーへのアクセスを簡単に付与できます。

• [Provides security and consistency] (セキュリティと一貫性を確保) - 単一のポリシーとアクセス許可セッ
トを使用して、共有リソースのセキュリティ管理を簡素化します。代わりに、個別のすべてのアカウン
トに重複リソースを作成しようとする場合、同じポリシーとアクセス許可を実装するタスクがあり、そ
れらのアカウント全体で同じリソースを維持する必要があります。代わりに、AWS RAM リソース共有
のすべてのユーザーは、単一のポリシーとアクセス許可のセットで管理されます。AWS RAM は、異な
るタイプの AWS リソースを共有する一貫したエクスペリエンスを提供します。

• 可視性と監査性を実現 — AmazonAWS RAM CloudWatch との統合により、共有リソースの使用状況の
詳細を確認できますAWS CloudTrail。 AWS RAM共有リソースとアカウントを包括的に可視化します。
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リソースベースのポリシーによるクロスアカウントアクセス

リソースベースのポリシーによるクロスアカウントア
クセス
外部のAWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル (IAM ロールとユーザー)AWSAWS ア
カウント を識別するリソースベースのポリシーをアタッチすることで (p. 11)、一部の種類のリソース
を他のリソースと共有できますAWS アカウント。しかし、ポリシーのアタッチによるリソースの共有で
は、AWS RAM が提供する付加的な利点を活かせません。AWS RAM を使用すると、以下の機能を利用で
きるようになります。

• 全員の AWS アカウント ID を列挙しなくても、組織または組織単位 (OU) と共有できます。
• ユーザーからは、共有されたリソースを発信元の AWS のサービス コンソールや API オペレー

ションで、あたかもそのリソースがユーザーのアカウント内に直接存在するかのように見えます。
例えば、Amazon VPC サブネットを別のアカウントと共有する場合、そのアカウントのユーザー
は、Amazon VPC コンソールそのアカウントで実行された Amazon VPC API オペレーションの結果で
サブネットを確認できます。AWS RAMリソースベースのポリシーをアタッチして共有したリソースは
このように表示されることはなく、代わりに、Amazon リソースを Amazon リソース名 (ARN) によって
明示的に参照する必要があります。

• リソースの所有者は、共有した個々のリソースにアクセスできるプリンシパルを確認できます。
• 組織の一部ではないアカウントとリソースを共有すると、AWS RAM招待プロセスが開始されます。プ

リンシパルが共有リソースにアクセスする前に、受信者は招待を受け入れる必要があります。組織内で
の共有機能を有効にすると、組織内のアカウントとの共有に招待は不要になります (p. 15)。

リソースベースのアクセス許可ポリシーを使用して共有したリソースがある場合、次のいずれかを実行し
て、それらのリソースをAWS RAMフルマネージドリソースに昇格させることができます。

• PromoteResourceShareCreatedFromPolicy API オペレーションを使用します。
• API オペレーションと同等のAWS Command Line Interface (AWS CLI) promote-resource-share-created-

from-policyコマンドを使用してください。

リソース共有のしくみ
所有アカウント内のリソースをAWS アカウント別のユーザー (消費アカウント) と共有する場合、消費ア
カウントのプリンシパルに共有リソースへのアクセスを許可することになります。使用アカウントのロー
ルとユーザーに適用されるすべてのポリシーとアクセス許可は共有リソースにも適用されます。共有内の
リソースは、共有した内にあるネイティブのリソースのように見えるのです。AWS アカウント

グローバルリソースと地域リソースの両方を共有できます。詳細については、「グローバル資源と比較し
た地域資源の共有 (p. 24)」を参照してください。

リソースの共有
AWS RAM を使用したリソース共有 (p. 9)。これにより、自身が所有するリソースを共有できます。リ
ソース共有を作成するには、以下を指定します。

• リソース共有を作成する場所です。AWS リージョンコンソールでは、コンソールの右上隅にあるリー
ジョンドロップダウンメニューから選択します。ではAWS CLI、--regionパラメータを使用します。
• リソース共有に含めることができるのは、AWS リージョンリソース共有と同じリージョン内のリー

ジョンリソースのみです。
• リソース共有にグローバルリソースを含めることができるのは、そのリソース共有がグローバルリ

ソースのホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) にある場合のみですus-east-1。
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共有リソースの使用

• リソース共有の名前。
• このリソース共有の一部としてアクセス権を付与したいリソースのリスト。
• リソース共有へのアクセス権の付与先になるプリンシパル。プリンシパルとなれるものは、個々の AWS 

アカウント、AWS Organizations 内の組織または組織単位 (OU) のアカウント、または個々の AWS 
Identity and Access Management (IAM) す。

Note

すべてのリソースタイプを IAM ロールやユーザーと共有できるわけではありません。こ
れらのプリンシパルと共有できるリソースの詳細については、「共有可能な AWS リソー
ス (p. 53)」を参照してください。

• リソース共有に含める各リソースタイプに関連付けるマネージドアクセス許可です (p. 13)。マネージ
ドアクセス許可によって、他のアカウントのプリンシパルがリソース共有内のリソースで何ができるか
が決まります。

アクセス許可の動作はプリンシパルのタイプによって異なります。
• プリンシパルのアカウントがリソースを所有するアカウントと異なる場合、リソース共有に割り当て

られた権限が、そのアカウントのロールとユーザーに付与できる最大権限になります。次に、これら
のアカウントの管理者は、IAM アイデンティティベースのポリシーを使用して、個々のロールとユー
ザーに共有リソースへのアクセス権を付与する必要があります。これらのポリシーで付与される権限
は、リソース共有にアタッチされた権限で定義されている権限を超えることはできません。

リソース所有アカウントは、共有するリソースの完全な所有権を保持します。

共有リソースの使用
リソースの所有者がリソースをアカウントと共有すると、自分のアカウントが所有している場合と同じよ
うに共有リソースにアクセスできます。リソースへのアクセスは、該当するサービスのコンソール、AWS 
CLIコマンド、API オペレーションを介して可能です。アカウントのプリンシパルが実行できるAPI オペ
レーションは、リソースのタイプによって異なり、リソース共有に付いているAWS RAMアクセス許可に
よって指定されます。アカウントで設定されているすべての IAM ポリシーとサービスコントロールポリ
シーも継続的に適用されます。これにより、セキュリティとガバナンスのコントロールに対する既存の投
資を活用できます。

そのリソースのサービスを使用して共有リソースにアクセスする場合、AWS アカウントそのリソースを所
有するユーザーと同じ能力と制限が適用されます。

• リソースが Regional の場合、AWS リージョン所有アカウントにあるリソースからのみアクセスできま
す。

• リソースがグローバルの場合は、AWS リージョンそのリソースのサービスコンソールとツールがサポー
トするどこからでもアクセスできます。AWS RAMコンソールとツールでリソース共有とそのグローバ
ルリソースを表示および管理できるのは、指定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北
部) だけですus-east-1。

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

AWS RAM コンソール

AWS RAM には、AWS RAM コンソールというウェブベースのユーザーインターフェイスがありま
す。AWS アカウント にサインアップ済みの場合、AWS Management Console にサインインし、 コ
ンソールのホームページから AWS RAM を選択することで、AWS RAM コンソールにアクセスできま
す。
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AWS RAM の料金

また、ブラウザでAWS RAM コンソールに直接移動することもできます。まだサインインしていない
場合、コンソールが表示される前にログインするように求められます。

AWS CLIとウィンドウズ用ツール PowerShell

AWS CLIとを使用すると、AWS RAMのパブリック APIAWS Tools for PowerShell オペレーションへ
の直接アクセスを提供します。 AWSWindows、macOS、でこれらのツールをサポートしています
Linux。開始方法の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドまたはAWS Tools 
for Windows PowerShell ユーザーガイドを参照してください。AWS RAM 用のコマンドの詳細につい
ては、AWS CLI コマンドリファレンスまたはAWS Tools for Windows PowerShell コマンドレットリ
ファレンスを参照してください。

AWS SDK

AWS は、一連のプログラミング言語に対応する API コマンドを提供します。開始方法について
は、AWSSDK とツールのリファレンスガイドを参照してください。

Query API

サポートされているプログラミング言語のいずれも使用しない場合、AWS RAM HTTPS クエリ API 
を介して AWS RAM および AWS へのプログラムによるアクセスが可能です。AWS RAM API によっ
て、HTTPS リクエストをサービスに直接発行できます。AWS RAM API を使用する場合は、認証情
報を使用してリクエストにデジタル署名するコードを含める必要があります。詳細については、AWS 
RAM API リファレンスを参照してください。

AWS RAM の料金
AWS RAM を使用してアカウント間でリソースを共有する際に追加料金はかかりません。リソースの利用
料金はリソースのタイプによって異なります。AWS共有可能なリソースの料金請求の詳細については、リ
ソース所有サービスのドキュメントを参照してください。

コンプライアンスと国際規格
PCI DSS
AWS RAMマーチャントまたはサービスプロバイダーによるクレジットカードデータの処理、ストレー
ジ、伝送をサポートしており、Payment Card Industry (PCI) への準拠が検証済みです。

PCI DSS の詳細 (AWS PCI Compliance Package のコピーをリクエストする方法など) については、「PCI 
DSS レベル 1」を参照してください。

FedRAMP
AWS RAM米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (バージニア北部)、米国西部 (北カリフォルニア)、および
米国西部 (オレゴン)AWS リージョン の各地域で FedRAMP モデ

AWS RAMはAWS GovCloud (米国西部) およびAWS GovCloud (米国東部) で FedRAMP High として認定
されています。AWS リージョン

Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) は米国政府全体のプログラムであり、
クラウドの製品やサービスに対するセキュリティ評価、認証、および継続的なモニタリングに関する標準
アプローチを提供しています。

FedRAMP のコンプライアンスの詳細については、「FedRAMP」を参照してください。
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SOC と IS
AWS RAMサービス組織管理 (SOC) 準拠および国際標準化機構 (ISO) ISO 9001、ISO 27001、ISO 
27017、ISO 27018、および ISO 27701 規格の対象となるワークロードに使用できます。金融、医療、そ
の他の規制対象分野のお客様は、顧客データを保護するセキュリティプロセスと統制に関する洞察を得る
ことができます。これらの情報は、SOC レポート、およびAWS ISO および CSA STAR 証明書に記載され
ていますAWS Artifact。

SOC のコンプライアンスの詳細については、「SOC」を参照してください。

ISO コンプライアンスの詳細については、ISO 9001、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、および ISO 
27701 を参照してください。
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AWS RAM の開始方法
AWS Resource Access Manager では、所有しているリソースを自分以外の個々の AWS アカウント と共
有できます。アカウントが AWS Organizations によって管理されている場合、組織内でリソースを他のア
カウントと共有することもできます。他の AWS アカウント によって自分と共有されたリソースも使用で
きます。

AWS Organizations 内で共有が有効になっていない場合、リソースを組織または組織内の組織単位 (OU) 
と共有することはできません。ただし、組織内でリソースを個々の AWS アカウント と共有することはで
きます。サポートされているリソースタイプ (p. 53)について、組織内でリソースを個々の AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールまたはユーザーと共有することもできます。この場合、これらのプ
リンシパルは、組織の一部としてではなく、外部アカウントとして扱われます。共有リソースにアクセス
するには、リソース共有に参加するための招待状を受け取ってその招待状を受け入れる必要があります。

内容
• の用語と概念AWS RAM (p. 9)
• AWS リソースの共有 (p. 14)
• 共有 AWS リソースの使用 (p. 21)

の用語と概念AWS RAM
以下の概念は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用してリソースを共有する方法を説明す
るのに役立ちます。

リソースの共有
AWS RAMを使用してリソースを共有するには、リソース共有を作成します。リソース共有には次の 3 つ
の要素があります。

• 共有される 1AWS つ以上のリソースのリスト。
• リソースへのアクセス権が付与された 1 つ以上のプリンシパルのリスト。
• 共有に含める各タイプのリソースの管理権限 (p. 13)。各管理権限は、そのリソース共有内のそのタイ

プのすべてのリソースに適用されます。

AWS RAMを使用してリソース共有を作成すると、リソース共有で指定されているプリンシパルに共有の
リソースへのアクセス権を付与できます。

• AWS RAMとの共有を有効にしていてAWS Organizations、共有先のプリンシパルが共有アカウントと
同じ組織に所属している場合、それらのプリンシパルは、アカウント管理者がAWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス権限ポリシーを使用してリソースを使用するアクセス権限を付与するとす
ぐにアクセスできるようになります。

• OrganizationsAWS RAM との共有を有効にしなくても、AWS アカウント組織内でリソースを個々のと
共有することはできます。コンシューマーアカウントの管理者からは、リソース共有に参加するための
招待状を受け取ってその招待状を受け入れる必要があります。

• リソースタイプがサポートしている場合は、組織外のアカウントと共有することもできます。コン
シューマーアカウントの管理者からは、リソース共有に参加するための招待状を受け取ってその招待状
を受け入れる必要があります。どのリソースタイプがこのタイプの共有をサポートしているかについて
は共有可能な AWS リソース (p. 53)、「組織外のアカウントと共有できる」列を参照してください。
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共有アカウント
共有アカウントには共有されるリソースが含まれており、AWS RAMAWS管理者はこのリソースを使用し
てリソース共有を作成しますAWS RAM。

AWS RAM管理者は、でリソース共有を作成および設定する権限を持つ IAMAWS アカウント プリンシ
パルです。AWS RAMリソース共有内のリソースにリソースベースのポリシーをアタッチすることで
機能するため、AWS RAM管理者には、AWS のサービスリソース共有に含まれるリソースタイプごと
に、PutResourcePolicyの操作を呼び出す権限も必要です。

コンシューマーアカウント
消費アカウントは、AWS アカウントリソースが共有されるアカウントです。リソース共有では、アカウ
ント全体をプリンシパルとして指定できます。一部のリソースタイプでは、アカウント内の個々のロール
またはユーザーを指定できます。どのリソースタイプがこのタイプの共有をサポートしているかについて
は、「IAM共有可能な AWS リソース (p. 53) ロールおよびユーザーと共有できる」列を参照してくださ
い。

コンシューマーアカウントのプリンシパルは、次の両方の権限で許可されているアクションのみを実行で
きます。

• リソース共有にアタッチされた管理権限。これらは、使用アカウントのプリンシパルに付与できる最大
権限を指定します。

• 利用アカウントの IAM 管理者によって個々のロールまたはユーザーにアタッチされた IAM アイデン
ティティベースのポリシー。これらのポリシーでは、指定されたアクションと共有アカウントのリソー
スの Amazon リソースネーム (ARN)Allow へのアクセスを許可する必要があります。

AWS RAMリソースシェアのコンシューマーとして次の IAM プリンシパルタイプをサポートします。

• もう 1AWS アカウント つは、リソースを共有することで、共有アカウントに含まれるリソースを消費
アカウントが利用できるようにします。

• 個別の IAM ロールまたは別のアカウントのユーザー — リソースタイプの中には、個々の IAM ロールま
たはユーザーとの直接共有をサポートしているものもあります。ARN によってこのプリンシパル・タイ
プを指定します。
• IAM ロール —arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
• IAM ユーザー —arn:aws:iam::123456789012:user/username

• 組織内のアカウント — 共有アカウントがによって管理されている場合AWS Organizations、リソース共
有は組織の ID を指定して、組織内のすべてのアカウントと共有できます。リソース共有では、組織単
位 (OU) ID を指定して、その OU 内のすべてのアカウントと共有することもできます。共有アカウント
は、自分の組織または自分の組織内の OU ID とのみ共有できます。組織または OU の ARN で組織内の
アカウントを指定します。
• 組織内のすべてのアカウント — 以下は、にある組織の ARN の例ですAWS Organizations。

arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-<orgid>
• 組織単位のすべてのアカウント — OU ID の ARN の例を以下に示します。

arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-<orgid>/ou-<rootid>-
<ouid>

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含まれる場合、共
有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自動的にアクセスできるように
なります。付与されるアクセス権は、共有に関連付けられた管理権限によって定義されます。
これは、AWS RAM"Principal": "*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポ
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リシーがを使用するためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーで
の使用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはアクセスでき
ません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシーを適切なプリンシパル
にアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リソース共有内の個々のリソースの 
ARNAllow へのアクセスを許可する必要があります。これらのポリシーの権限は、リソース共
有に関連付けられた管理権限で指定されている権限を超えることはできません。

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、IAM ポリシー言語を実装する JSON テキストドキュメントです。IAM ロー
ルやユーザーなど、プリンシパルにアタッチするアイデンティティベースのポリシーとは異なり、リソー
スベースのポリシーをリソースにアタッチします。 AWS RAMリソース共有について提供された情報に基
づいて、ユーザーに代わってリソースベースのポリシーを作成します。Principalリソースにアクセス
できるユーザーを決定するポリシー要素を指定する必要があります。詳細については、IAM User Guide の
「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー」を参照してください。

AWS RAMによって生成されたリソースベースのポリシーは、他のすべての IAM ポリシータイプととも
に評価されます。これには、リソースへのアクセスを試みるプリンシパルにアタッチされたすべての IAM 
ID ベースのポリシーと、AWS Organizationsに適用される可能性のあるサービスコントロールポリシー 
(SCP) が含まれますAWS アカウント。AWS RAMによって生成されたリソースベースのポリシーには、他
のすべての IAM ポリシーと同じポリシー評価ロジックが適用されます。ポリシー評価の詳細と、その結果
得られるアクセス権限の決定方法については、IAM ユーザーガイドの「ポリシー評価ロジック」を参照し
てください。

AWS RAM easy-to-use 抽象化リソースベースのポリシーを提供することにより、シンプルで安全なリソー
ス共有エクスペリエンスを提供します。

リソースベースのポリシーをサポートするリソースタイプについては、AWS RAM自動的にリソースベー
スのポリシーを構築して管理します。特定のリソースについて、そのリソースを含むすべてのリソース共
有からの情報を組み合わせて、AWS RAMリソースベースのポリシーを構築します。たとえば、AWS RAM
使用して共有し、2 つの異なるリソース共有に含める Amazon SageMaker パイプラインを考えてみましょ
う。1 つのリソース共有を使用して、組織全体に読み取り専用アクセス権を持つを提供します。その後、
他のリソース共有を使用して、1 SageMaker つのアカウントに実行権限のみを付与できます。 AWS RAM
これらの 2 つの異なる権限セットが、複数のステートメントを含む 1 つのリソースポリシーに自動的に結
合されます。次に、結合されたリソースベースのポリシーをパイプラインリソースにアタッチします。こ
の基礎となるリソースポリシーは、GetResourcePolicyオペレーションを呼び出すことで表示できます。 
AWS のサービス次に、そのリソースベースのポリシーを使用して、共有リソースに対してアクションを実
行しようとするすべてのプリンシパルを承認します。

リソースベースのポリシーを手動で作成し、を呼び出してリソースにアタッチすることもできます
がPutResourcePolicy、AWS RAM次の利点があるため、を使用することをお勧めします。

• 共有コンシューマーからは、リソースを共有する場合AWS RAM、ユーザーからは、共有されたリソー
スを発信元のコンソールや API オペレーションで、あたかもそのリソースがユーザーのアカウント内に
直接存在するかのように見えます。例えば、AWS CodeBuildプロジェクトを別のアカウントと共有する
場合、コンソールのユーザーは、 CodeBuild CodeBuild コンソールそのアカウントでプロジェクトを確
認できます。リソースベースのポリシーを直接アタッチして共有されたリソースは、この方法では表示
されません。代わりに、ARN によってリソースを検出して明示的に参照する必要があります。

• 共有所有者向けの管理性 — を使用してリソースを共有するとAWS RAM、共有アカウントのリソース所
有者は、他のどのアカウントが自分のリソースにアクセスできるかを一元的に確認できます。リソース
ベースのポリシーを使用してリソースを共有する場合、関連するサービスコンソールまたは API で個々
のリソースのポリシーを調べることによってのみ、消費アカウントを確認できます。

• 効率性 — を使用してリソースを共有するとAWS RAM、複数のリソースを共有して 1 つのユニットとし
て管理できます。リソースベースのポリシーのみを使用してリソースを共有するには、共有するすべて
のリソースに個別のポリシーをアタッチする必要があります。
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• シンプル — これがあればAWS RAM、JSON ベースの IAM ポリシー言語を理解する必要がありません。 
AWS RAMには、 ready-to-use AWSリソース共有にアタッチする権限を選択できる管理権限が用意され
ています。

を使用するとAWS RAM、リソースベースのポリシーをまだサポートしていない一部のリソースタイ
プを共有することもできます。このようなリソースタイプの場合、AWS RAM実際の権限を表すリソー
スベースのポリシーが自動的に生成されます。ユーザーは、を呼び出すことでこの表現を表示できま
すGetResourcePolicy。これには以下のリソースタイプが含まれます。

• Amazon Aurora — DB クラスター
• Amazon EC2 — キャパシティ予約と専用ホスト
• AWS License Manager— ライセンス構成
• AWS Outposts— ローカルゲートウェイのルートテーブル、アウトポスト、サイト
• Amazon Route 53 — 転送ルール
• Amazon Virtual Private Cloud — お客様所有の IPv4 アドレス、プレフィックスリスト、サブネット、ト

ラフィックミラーターゲット、トランジットゲートウェイ、トランジットゲートウェイマルチキャスト
ドメイン

AWS RAM生成されたリソースベースのポリシーの例
EC2 Image Builder イメージリソースを個人アカウントと共有する場合、AWS RAM次の例のようなポリ
シーを生成し、リソース共有に含まれるすべてのイメージリソースにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"}, 
            "Action": [ 
                "imagebuilder:GetImage", 
                "imagebuilder:ListImages", 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
testimage/1.0.0/44" 
        } 
    ]
}

EC2 Image BuilderAWS アカウント イメージリソースを別の IAM ロールまたはユーザーと共有する場
合、AWS RAM次の例のようなポリシーを生成し、リソース共有に含まれるすべてのイメージリソースに
アタッチします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MySampleRole" 
      }, 
      "Action": [ 
          "imagebuilder:GetImage", 
          "imagebuilder:ListImages", 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/testimage/1.0.0/44" 
    } 
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  ]
}

EC2 Image Builder イメージリソースを組織内のすべてのアカウント、またはアカウントと OU を共有す
る場合、AWS RAM次の例のようなポリシーを生成し、リソース共有に含まれるすべてのイメージリソー
スにアタッチします。

Note

このポリシーでは"Principal": "*"、"Condition"この要素を使用してから、指定と一致
する ID へのアクセス許可を制限しますPrincipalOrgID。詳細については、「"Principal": "*"リ
ソースベースのポリシーでの使用 (p. 13)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "imagebuilder:GetImage", 
                "imagebuilder:ListImages", 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
testimage/1.0.0/44" 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:PrincipalOrgID": "o-123456789" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

"Principal": "*"リソースベースのポリシーでの使用
"Principal": "*"リソースベースのポリシーに含めると、ポリシーはそのリソースを含むアカウント内
のすべての IAM プリンシパルへのアクセスを許可します。ただし、要素が存在する場合、Conditionそ
の要素によって課せられる制限が適用されます。Deny呼び出し元のプリンシパルに適用されるポリシー内
の明示的な記述は、このポリシーによって付与される権限よりも優先されます。ただし、適用可能なアイ
デンティティーポリシー、権限境界ポリシー、またはセッションポリシーに暗黙的Deny (明示的な記述が
ないAllow) 場合でも、そのようなリソースベースのポリシーによってアクションへのアクセスが許可さ
れるプリンシパルには影響しません。Deny

この動作がシナリオにとって望ましくない場合は、関連するロールとユーザーに影響するアイデンティ
ティポリシー、権限境界、Denyまたはセッションポリシーに明示的なステートメントを追加することで、
この動作を制限できます。

マネージドアクセス許可
管理権限は、リソース共有内のサポートされているリソースタイプに対して、プリンシパルがどのような
条件で実行できるかを定義します。リソース共有を作成する際に、リソース共有に含まれるリソースタイ
プごとに、どの管理アクセス許可を使用するかを指定する必要があります。管理権限には、actionsプリ
ンシパルが共有しているリソースに対して実行できる一連の条件が一覧表示されますAWS RAM。

リソース共有では、リソースタイプごとに 1 つのマネージドアクセス許可のみをアタッチできます。特定
のタイプの一部のリソースが 1 つの管理権限を使用し、同じタイプの他のリソースは別の管理権限を使用
するリソース共有を作成することはできません。そのためには、2 つの異なるリソース共有を作成し、そ
れらのリソース共有間でリソースを分割して、各セットに異なる管理権限を与える必要があります。管理
されたアクセス許可には 2 つの異なるタイプがあります。

13



AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
マネージドアクセスバージョン

AWS管理権限

AWS管理権限は、AWS一般的な顧客シナリオに応じて作成および管理され、権限を付与します。 
AWS RAMサポートされているすべてのリソースタイプに対して少なくとも 1AWS つの管理権限を定
義します。一部のリソースタイプでは、1AWSAWS つの管理権限がデフォルトとして指定され、複数
の管理権限がサポートされます。特に指定しない限り、AWSデフォルトの管理権限が関連付けられま
す (p. 87)。

顧客管理権限

カスタマー管理権限は管理権限で、どの条件下でどのアクションを実行できるかを正確に指定
し、AWS RAMリソースを共有して作成および管理します。たとえば、Amazon VPC IP アドレスマ
ネージャー (IPAM) プールの読み取りアクセスを制限したいとします。これにより、IP アドレスを大
規模に管理できます。開発者がIPアドレスを割り当てるための顧客管理権限を作成することはできま
すが、他の開発者アカウントが割り当てているIPアドレスの範囲を表示することはできません。最小
権限のベストプラクティスに従い、共有リソースでタスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与し
ます。

リソース共有内のリソースタイプに対する独自の権限を定義できます。オプションとして、グローバ
ルコンテキストキーやサービス固有のキーなどの条件を追加して、プリンシパルがリソースにアク
セスできる条件を指定できます。これらの権限は 1AWS RAM つ以上の共有で使用できます。カスタ
マー管理アクセス許可はリージョン固有です。

AWS RAM管理権限を入力として使用して、共有するリソースのリソースベースのポリシーを作成しま
す (p. 11)。

マネージドアクセスバージョン
管理権限を変更すると、その管理権限の新しいバージョンとして表示されます。新しいバージョンは、す
べての新しいリソース共有のデフォルトです。各管理権限には、常にデフォルトバージョンとして指定さ
れているバージョンが 1 つあります。AWS新しい管理権限バージョンを作成または作成するときは、既存
のリソース共有ごとに管理権限を明示的に更新する必要があります。このステップでは、リソース共有に
適用する前に変更を評価できます。新しいリソース共有はすべて、対応するリソースタイプの新しいバー
ジョンの管理権限を自動的に使用します。

AWS管理権限バージョン

AWSAWS管理権限へのすべての変更を処理します。このような変更により、新しい機能に対処した
り、発見された欠点を解消したりできます。リソース共有には、デフォルトの管理権限バージョンの
みを適用できます。

顧客管理権限バージョン

カスタマー管理権限へのすべての変更を処理します。新しいデフォルトバージョンを作成したり、古
いバージョンをデフォルトとして設定したり、リソース共有に関連付けられなくなったバージョンを
削除したりできます。カスタマー管理アクセス許可には、最大 5 つのバージョンを持つことができま
す。

リソース共有を作成または更新する場合、指定された管理権限のデフォルトバージョンのみを添付でき
ます。詳細については、「AWS管理中の権限の新しいバージョンへの更新 (p. 82)」を参照してくださ
い。

AWS リソースの共有
AWS RAM を使用して、所有しているリソースを共有するには、以下の手順に従います。

• AWS Organizations 内でリソース共有を有効にする (p. 15) (オプション)
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• リソース共有を作成する (p. 16)

メモ

• AWS アカウントリソースを所有する外部のプリンシパルともリソースを共有しても、リソース
を作成したアカウント内のリソースに適用されるアクセス許可やクォータは変わりません。

• AWS RAM はリージョンでのサービスです。共有相手のプリンシパルは、リソース共有リソー
ス共有リソース共有が作成されたAWS リージョン内のみのアクセスが可能です。

• リソースによっては、共有に関する特別な考慮事項と前提条件があります。詳細については、
「共有可能な AWS リソース (p. 53)」を参照してください。

AWS Organizations 内でリソース共有を有効にする
アカウントが AWS Organizations によって管理されている場合、それを活用すればリソースを共有しや
すくなります。組織の有無にかかわらず、ユーザーは個々のアカウントとリソースを共有できます。ただ
し、アカウントが組織内にある場合には、各アカウントを列挙しなくても、個々のアカウント、または組
織内または OU 内のすべてのアカウントとの共有が可能です。

組織内でリソースを共有するには、まず AWS RAM コンソールまたは AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して AWS Organizations との共有を有効にする必要があります。組織内でリソースを共
有する場合、AWS RAM はプリンシパルに招待状を送信しません。組織内のプリンシパルは、招待状を交
換せずに共有リソースにアクセスできます。

組織内でリソース共有を有効にすると、AWS RAMというサービスにリンクされたロー
ルが作成されますAWSServiceRoleForResourceAccessManager。AWS RAMこ
の役割を担うことができるのはサービスのみで、AWS管理ポリシーを使用して、AWS 
RAMAWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy所属する組織に関する情報を取得する権限を
付与します。

組織全体または OU とリソースを共有する必要がなくなった場合は、リソース共有を無効にすることがで
きます。詳細については、「AWS Organizations とのリソース共有の無効化 (p. 102)」を参照してくださ
い。

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、次のアクセス許可を持つ組織の管理アカウントにプリンシパルとしてサイン
インする必要があります。

• ram:EnableSharingWithAwsOrganization
• iam:CreateServiceLinkedRole
• organizations:enableAWSServiceAccess
• organizations:DescribeOrganization

要件

• これらのステップは、組織の管理アカウントにプリンシパルとしてサインインしている場合にのみ実行
できます。

• 組織では、すべての機能が有効になっている必要があります。詳細については、AWS Organizations 
ユーザーガイドの「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。

Important

との共有を有効にするにはAWS Organizations、AWS RAMコンソールまたは enable-
sharing-with-aws-organizationAWS CLI コマンドを使用する必要があります。これに
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より、AWSServiceRoleForResourceAccessManager サービスリンクロールが確
実に作成されます。AWS Organizations enable-aws-service-accessAWS CLIコンソー
ルまたはコマンドを使用してAWS Organizationsで信頼されたアクセスを有効にする
と、AWSServiceRoleForResourceAccessManagerサービスにリンクされたロールが作成さ
れず、組織内でリソースを共有できなくなります。

Console

組織内でリソース共有を有効にするには

1. AWS RAM コンソールの [Settings] (設定) ページを開きます。
2. [Enable sharing with AWS Organizations] (との共有を有効にする) を選択してから [Save settings]

(設定の保存) を選択します。

AWS CLI

組織内でリソース共有を有効にするには

enable-sharing-with-aws-organization コマンドを使用してください。

このコマンドはどの AWS リージョン でも使用でき、AWS RAM がサポートされているすべてのリー
ジョンで AWS Organizations との共有が有効になります。

$ aws ram enable-sharing-with-aws-organization
{ 
    "returnValue": true
}

リソース共有を作成する
所有するリソースを共有するには、リソース共有を作成します。プロセスの概要を次に示します。

1. 共有するリソースを追加します。
2. 共有に含めるリソースタイプごとに、そのリソースタイプに使用する管理アクセス許可を指定しま

す (p. 13)。
• AWS使用可能な管理アクセス許可または既存のカスタマー管理アクセス許可のいずれかを選択するこ

とも、新しいカスタマー管理アクセス許可を作成して使用することもできます。
• AWS管理権限は、AWS標準的なユースケースに対応できるようにによって作成されます。
• 顧客管理権限により、セキュリティやビジネスニーズに合わせて独自の管理権限をカスタマイズでき

ます。

Note

選択した管理権限に複数のバージョンがある場合は、AWS RAMデフォルトバージョンを自動
的に添付します。デフォルトとして指定されているバージョンのみを添付できます。

3. リソースにアクセスできるようにしたいプリンシパルを指定します。

考慮事項

• AWS共有に含めたリソースを後で削除する必要がある場合は、まずそのリソースを含むリソース共有か
らリソースを削除するか、リソース共有を削除することをお勧めします。

• リソース共有に含めることができるリソースタイプは、に記載されています共有可能な AWS リソー
ス (p. 53)。
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• 自分が所有するリソースのみを共有できます (p. 10)。自分が共有先になっているリソースを共有する
ことはできません。

• AWS RAM はリージョンでのサービスです。リソースを他のプリンシパルと共有する場合AWS アカウン
ト、それらのプリンシパルはリソースが作成された内のプリンシパルから各リソースにアクセスする必
要があります。AWS リージョンサポートされているグローバルリソースについては、AWS リージョン
そのリソースのサービスコンソールとツールでサポートされているどのリソースからでもアクセスでき
ます。このようなリソース共有とそのグローバルリソースは、指定されたホームリージョンである米国
東部 (バージニア北部)AWS RAM でのみコンソールとツールで表示できますus-east-1。AWS RAMお
よびグローバルリソースの詳細については、を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源の
共有 (p. 24)。

• 共有リソースリソースに対するアクセス許可が招待状なしで自動的に付与されます。共有リソースを共
有するプリンシパルには共有リソース共有リソースに対するアクセス許可が招待状なしで自動的に付与
されます。AWS Organizations組織のコンテキスト外で共有するアカウントのプリンシパルは、リソー
ス共有に参加するための招待を受け取り、招待を受け入れた後でのみ、共有リソースへのアクセス権が
付与されます。

• 共有が組織の一部であるアカウントまたはプリンシパル間で行われる場合、組織のメンバーシップを変
更すると、リソース共有へのアクセスに動的に影響します。
• リソース共有へのアクセス許可を持つ組織または OU にを追加した場合、その新しいメンバーアカウ

ントは自動的にリソース共有にアクセスできます。AWS アカウント共有したアカウントの管理者は、
そのアカウント内の個々のプリンシパルに、その共有内のリソースへのアクセス権を付与できます。

• 組織または OU からアカウントを削除した場合、そのアカウント内のプリンシパルはそのリソース共
有を通じてアクセスされたリソースへのアクセスが自動的に許可されます。

• メンバーアカウントまたはメンバーアカウントの IAM ロールまたはユーザーと直接共有し、そのアカ
ウントを組織から削除した場合、そのアカウントのプリンシパルは、そのリソース共有を通じてアク
セスされたリソースにアクセスできなくなります。

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含まれる場合、共
有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自動的にアクセスできるように
なります。付与されるアクセス権は、共有に関連付けられた管理権限によって定義されます。
これは、AWS RAM"Principal": "*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポ
リシーがを使用するためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーで
の使用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはアクセスでき
ません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシーを適切なプリンシパル
にアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リソース共有内の個々のリソースの 
ARNAllow へのアクセスを許可する必要があります。これらのポリシーの権限は、リソース共
有に関連付けられた管理権限で指定されている権限を超えることはできません。

• リソース共有に追加できるのは、アカウントがメンバーとして所属する組織とその組織の OU のみで
す。組織の外部から OU または組織をプリンシパルとしてリソース共有に追加することはできません。
ただし、組織外から個々の、AWS アカウントまたはサポートされているサービスの場合は、組織外から
個々の IAM ロールまたはユーザーをリソース共有のプリンシパルとして追加することは可能です。

Note

すべてのリソースタイプを IAM ロールやユーザーと共有できるわけではありません。こ
れらのプリンシパルと共有できるリソースの詳細については、「共有可能な AWS リソー
ス (p. 53)」を参照してください。

• 以下のリソースタイプについては、7 日以内に以下のリソースタイプの共有への招待を受け入れる必要
があります。期限切れになる前に招待を受け入れない場合、招待状は自動的に辞退されます。

Important

以下のリストにない共有リソースタイプについては、12 時間以内に招待を承諾してリソース
共有に参加してください。12 時間後に招待を承諾しようとすると、RAM は招待の処理に失敗
し、元のアカウントはリソースを再度共有して新しい招待を生成する必要があります。
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• Amazon Aurora — DB クラスター
• Amazon EC2 — キャパシティ予約と専用ホスト
• AWS License Manager— ライセンス構成
• AWS Outposts— ローカルゲートウェイのルートテーブル、アウトポスト、サイト
• Amazon Rououououououououououou
• Amazon VPC — 顧客所有の IPv4 アドレス、プレフィックスリスト、サブネット、トラフィックミ

ラーターゲット、トランジットゲートウェイ、トランジットゲートウェイマルチキャストドメイン

Console

リソース共有を作成するには

1. AWS RAM コンソールを開きます。
2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ

プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、AWS リージョンを米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) に設定
する必要があります。グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグ
ローバル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)。リソース共有にグローバルリソースを含める
場合は、指定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) を選択する必要がありま
すus-east-1。

3. AWS RAM を初めて使用する場合は、ホームページから [Create a resource share] (リソース共有
の作成) を選択します。それ以外の場合、[Shared by me : Resource shares] (自分が共有: リソー
ス共有) から [Create resource share] (リソース共有の作成) を選択します。

4. [Step 1: Specify resource share details] (ステップ 1: リソース共有の詳細を指定する) で、以下の
手順に従います。

a. [Name] (名前) に、リソース共有のわかりやすい名前を入力します。
b. [Resources] (リソース) で、リソース共有に追加するリソースを以下のように選択します。

• [Select resource type] (ターゲットリソースの選択) で、共有するリソースのタイプを選択
します。そうすることで、共有可能なリソースのリストが、選択したタイプのリソースの
みに絞り込まれます。

• 結果のリソースリストで、共有したい個々のリソースの横にあるチェックボックスをオン
にします。選択したリソースが [Selected resources] (選択済みリソース) に移動します。

特定のアベイラビリティーゾーンに関連するリソースを共有している場合、アベイラビリ
ティーゾーン ID (AZ ID) を使用すると、アカウント間でのこれらのリソースの相対的な位
置を判別するのに役立ちます。詳細については、「AWS リソースのアベイラビリティー
ゾーン ID (p. 50)」を参照してください。

c. (オプション) タグをアタッチするには、[Tags] (タグ) にタグのキーと値を入力します。[Add 
new tag] (新しいタグを追加) を選択して、他のユーザーを追加します。この手順を必要なだ
け繰り返します。これらのタグは、リソース共有内のリソースには適用されず、リソース共
有自体にのみ適用されます。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. ステップ 2: 管理権限を各リソースタイプに関連付けるでは、AWSによって作成された管理権限

をリソースタイプに関連付けるか、既存のカスタマー管理権限を選択するか、サポートされて
いるリソースタイプ用に独自のカスタマー管理権限を作成するかを選択できます。詳細について
は、「 マネージドアクセス許可のタイプ (p. 87)」を参照してください。

共有ユースケースの要件を満たす顧客管理権限を作成するには、[顧客管理権限の作成] を選択し
ます。詳細については、カスタマーアクセス許可を作成する (p. 77)を参照してください。プロ
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セスが完了したら、 を選択し、管理権限ドロップダウンリストから新しい顧客管理権限を
選択できます。

Note

選択した管理権限に複数のバージョンがある場合は、AWS RAMデフォルトバージョン
を自動的に添付します。デフォルトとして指定されたバージョンのみを添付できます。

管理権限で許可されているアクションを表示するには、「この管理対象権限のポリシーテンプ
レートを表示」を展開します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Step 3: Choose principals to grant access] (ステップ 3: アクセスを許可するプリンシパルを選択

する) で、以下の手順に従います。

a. デフォルトでは、[すべてのユーザーとの共有を許可] が選択されています。つまり、それを
サポートするリソースタイプでは、組織外のリソースを共有できます。AWS アカウントこれ
は、Amazon VPC サブネットなど、組織内でのみ共有できるリソースタイプには影響しませ
ん。サポートされているリソースタイプ (p. 53)の一部を IAM ロールまたはユーザーと共
有することもできます。

リソース共有を組織内のアカウントとプリンシパルのみに制限するには、[組織内でのみ共有
を許可] を選択します。

b. [Principals] (プリンシパル) について、以下の操作をします。

• 組織、組織単位 (OU) または組織の一部である AWS アカウント を追加するには、[Display 
organizational structure] (組織構造の表示) をオンにします。そうすると組織図が表示され
ます。次いで、追加したい各プリンシパルの横にあるチェックボックスをオンにします。

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含
まれる場合、共有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自
動的にアクセスできるようになります。付与されるアクセス権は、共有に関連
付けられた管理権限によって定義されます。これは、AWS RAM"Principal": 
"*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポリシーがを使用する
ためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーでの使
用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはア
クセスできません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシー
を適切なプリンシパルにアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リ
ソース共有内の個々のリソースの ARNAllow へのアクセスを許可する必要があり
ます。これらのポリシーの権限は、リソース共有に関連付けられた管理権限で指
定されている権限を超えることはできません。

• 組織 (で始まる IDo-) を選択した場合、AWS アカウント組織内のプリンシパルはそのリ
ソース共有にアクセスできます。

• OU (で始まる OUou-) を選択した場合、OU 内のプリンシパルとその子 OUAWS アカウ
ント 内のプリンシパルがリソース共有にアクセスできます。

• 個々のを選択した場合AWS アカウント、そのアカウントのプリンシパルだけがリソース
共有にアクセスできます。

Note

[Display organizational structure] (組織構造の表示) トグルが表示されるの
は、AWS Organizations とのが有効になっていて、組織の管理アカウントにサイ
ンインしているときのみです。
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AWS アカウントこの方法で組織外のまたは IAM ロールまたはユーザーを指定す
ることはできません。代わりに、[組織構造の表示] をオフにし、ドロップダウン
リストとテキストボックスを使用して ID または ARN を入力する必要がありま
す。

• 組織外のプリンシパルを含む ID または ARN でプリンシパルを指定するには、プリンシ
パルごとにプリンシパルタイプを選択します。次に、(、組織、または OU の) ARN (IAM 
ロールまたはユーザー) ARN (IAM ロールまたはユーザーの) ARN を入力してから [追加] 
(追加) を選択します。AWS アカウント使用可能なプリンシパルタイプと ID および ARN 
形式は以下のとおりです。
• AWS アカウント — AWS アカウント を追加するには、12 桁のアカウント ID を入力し

ます。例:

123456789012

• [Organization] (組織) — AWS アカウント のすべてを追加するには、組織の ID を入力し
ます。例:

o-abcd1234

• [Organizational unit (OU)] (部門単位 (OU)) — OU を追加するには、OU の ID を入力しま
す。例:

ou-abcd-1234efgh

• [IAM role] (IAM ロール) — IAM ロールを追加するには、ロールの ARN を入力します。次
の構文を使用します。

arn:partition:iam::account:role/role-name

例:

arn:aws:iam::123456789012:role/MyS3AccessRole

Note

IAM ロールに固有の ARN を取得するには、IAM コンソールでロールのリスト
を表示するか、get-roleAWS CLI コマンドまたは GetRoleAPI アクションを使用
します。

• [IAM user] (IAM ユーザー) — IAM ユーザーを追加するには、ユーザーの ARN を入力し
ます。次の構文を使用します。

arn:partition:iam::account:user/user-name

例:

arn:aws:iam::123456789012:user/bob

Note

IAM ユーザーの固有の ARN を取得するには、IAM コンソールでユーザーのリ
ストを表示するか、get-userAWS CLIコマンドまたは GetUserAPI アクションを
使用します。

c. [Selected principals] (選択されたプリンシパル) について、指定したプリンシパルがリストに
入っていることを確認します。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [Step 4: Review and create] (ステップ 4: 確認して作成する) で、リソース共有に関する設定の詳

細を見直します。任意のステップについて設定を変更するには、戻りたいステップに対応するリ
ンクを選択して必要なだけ変更を加えます。20
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11. リソース共有を確認し終わった、[Create resource share] (リソース共有の作成) を選択します。

リソースとプリンシパルの関連付けが完了するまでに数分かかることがあります。リソース共有
を使用する前にこのプロセスを完了させてください。

12. リソースとプリンシパルの追加および削除、リソース共有へのカスタムタグの適用はいつで
もできます。リソース共有に含まれるリソースタイプ、デフォルト管理アクセス許可以外をサ
ポートするタイプについては、管理アクセス許可を変更できます。リソースを共有する必要が
なくなったら、リソース共有を削除できます。詳細については、「所有する AWS リソースの共
有 (p. 26)」を参照してください。

AWS CLI

リソース共有を作成するには

create-resource-share コマンドを実行します。次のコマンドは、組織内の AWS アカウント のすべて
と共有されるリソース共有を作成します。AWS License Manager共有にはライセンス設定が含まれ、
そのリソースタイプのデフォルトの管理アクセス許可が付与されます。

Note

このリソース共有のリソースタイプで顧客管理権限を使用する場合は、既存の顧客管理権
限を使用するか、新しい顧客管理権限を作成できます。カスタマー管理権限の ARN をメ
モし、リソース共有を作成します。詳細については、「カスタマーアクセス許可を作成す
る (p. 77)」を参照してください。

$ aws ram create-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --name MyLicenseConfigShare \ 
    --permission-arns arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration \ 
    --resource-arns arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-
configuration:lic-abc123 \ 
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234abcd
{ 
    "resourceShare": { 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/12345678-abcd-09876543", 
        "name": "MyLicenseConfigShare", 
        "owningAccountId": "123456789012", 
        "allowExternalPrincipals": true, 
        "status": "ACTIVE", 
        "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00", 
        "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00" 
    }
}

共有 AWS リソースの使用
AWS Resource Access Manager を使用して自分のアカウントと共有されたリソースの使用を開始するに
は、以下のタスクを完了します。

タスク
• リソース共有の招待に応答する (p. 22)
• 自分が共有先になっているリソースを使用する (p. 23)
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リソース共有の招待に応答する
リソース共有の招待状を受け取った場合、共有リソースへのアクセス許可を得るには、その招待を受け入
れる必要があります。

招待状は、次のシナリオでは使用されません。

• 自分がAWS Organizations内の組織のメンバーであり、組織内での共有が有効になっている場合、組織
内のプリンシパルには共有リソースに対するアクセス許可が招待状なしで自動的に付与されます。

• AWS アカウントリソースを所有するユーザーと共有すると、そのアカウントのプリンシパルは招待なし
で自動的に共有リソースにアクセスできます。

Console

招待に応答するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared with me : Resource shares] (自分と共有: リソース共有) ページ
を開きます。

Note

リソース共有が作成されたAWS リージョン内のみのアクセスが可能です。期待されるリ
ソースシェアがコンソールに表示されない場合は、AWS リージョン右上隅のドロップダ
ウンコントロールを使用して別のリソースシェアに切り替える必要がある場合がありま
す。

2. アクセス許可された先のリソース共有のリストを確認します。

[Status] (ステータス) 列は、リソース共有の現在の参加ステータスを示します。Pending ステー
タスは、受信者がリソース共有に追加されたけれども招待を受け入れても拒否してもいないこと
を示します。

3. リソース共有の招待に応答するには、リソース共有 ID を選択し、[Accept resource share] (リ
ソース共有を承諾する) または [Reject resource share] (リソース共有を拒否する) を選択します。
招待を拒否すると、リソースにアクセスできなくなります。招待を受け入れると、リソースにア
クセスできます。

AWS CLI

開始するには、使用可能なリソース共有の招待状のリストを取得します。次のコマンド例は、us-
west-2 リージョンで実行され、単一のリソース共有が PENDING 状態で利用可能であることを示しま
す。

$ aws ram get-resource-share-invitations
{ 
    "resourceShareInvitations": [ 
        { 
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111122223333:resource-
share-invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-aaaaaa111111", 
            "resourceShareName": "MyNewResourceShare", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111122223333:resource-
share/1234abcd-ef12-9876-5432-bbbbbb222222", 
            "senderAccountId": "111122223333", 
            "receiverAccountId": "444455556666", 
            "invitationTimestamp": "2021-09-15T15:00:32.568000-07:00", 
            "status": "PENDING" 
        } 
    ]
}
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前のコマンドで指定された招待状の Amazon リソースネーム (ARN) を次のコマンドでパラメータとし
て使用することで招待を受け入れることができます。

$ aws ram accept-resource-share-invitation \ 
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:111122223333:resource-share-
invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-aaaaaa111111
{ 
    "resourceShareInvitation": { 
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111122223333:resource-
share-invitation/1234abcd-ef12-9876-5432-aaaaaa111111", 
        "resourceShareName": "MyNewResourceShare", 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111122223333:resource-
share/1234abcd-ef12-9876-5432-bbbbbb222222", 
        "senderAccountId": "111122223333", 
        "receiverAccountId": "444455556666", 
        "invitationTimestamp": "2021-09-15T15:14:12.580000-07:00", 
        "status": "ACCEPTED" 
    }
}

出力には、がに変更されたことが示されていますACCEPTED。statusこれで、そのリソース共有に含
まれるリソースを受け入れ側アカウントのプリンシパルで使用できるようになりました。

自分が共有先になっているリソースを使用する
リソース共有への招待を受け入れると、共有リソースについて特定のアクションを実行できるようになり
ます。これらのアクションはリソースのタイプによって異なります。詳細については、「共有可能な AWS 
リソース (p. 53)」を参照してください。リソースは、各リソースのサービスコンソールと API/CLI 
操作で直接利用できます。リソースがリージョナルの場合は、サービスコンソールまたは API/CLIAWS 
リージョン コマンドで正しいリソースを使用する必要があります。リソースがグローバルの場合は、指
定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) を使用する必要があります。us-east-1リ
ソースを表示するにはAWS RAM、AWS RAMリソース共有が作成されたコンソールを開く必要がありま
す。AWS リージョン
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共有 AWS リソースの使用
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、所有している AWS リソースを共有したり、
自分が共有先になっている AWS リソースにアクセスしたりできます。

目次
• グローバル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)

• 地域資源と世界資源の違いは何か？ (p. 24)
• リソースシェアとそのリージョン (p. 25)

• 所有する AWS リソースの共有 (p. 26)
• AWS RAM で作成したリソース共有の表示 (p. 26)
• AWS RAM 内でのリソース共有の作成 (p. 28)
• AWS RAM 内のリソース共有を更新します。 (p. 33)
• AWS RAM 内の共有リソースの表示 (p. 38)
• AWS RAM 内のリソース共有相手のプリンシパルの表示するには (p. 39)
• AWS RAM 内のリソース共有の削除 (p. 40)

• 共有している AWS リソースにアクセスする (p. 41)
• リソース共有への招待の受け入れと拒否 (p. 42)
• 共有しているリソース共有の表示 (p. 44)
• 自分が共有先になっているリソースの表示 (p. 46)
• 共有相手のプリンシパルの表示 (p. 47)
• リソース共有の終了 (p. 48)

• リソース共有を終了するための前提条件 (p. 48)
• リソース共有を終了するには  (p. 49)

• AWS リソースのアベイラビリティーゾーン ID (p. 50)

グローバル資源と比較した地域資源の共有
このトピックでは、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) が地域リソースとグローバルリソースで
どのように機能するかの違いについて説明します。

地域資源と世界資源の違いは何か？
地域資源

AWS RAM共有できるほとんどのリソースはリージョナルです。指定した場所に作成するとAWS 
リージョン、そのリージョンに存在することになります。これらのリソースを確認したり操作した
りするには、その地域に業務を誘導する必要があります。例えば、Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) AWS リージョン時に作成する許可を付与。AWS Management ConsoleAWS Command Line 
Interface(AWS CLI) を使用してインスタンスを作成する場合は、--regionパラメータを含めま
す。AWSSDK にはそれぞれ、オペレーションが使用するリージョンを指定する独自のメカニズムがあ
ります。

地域資源を利用する理由はいくつかあります。その理由の 1 つは、リソースとそれらにアクセスする
ために使用するサービスエンドポイントをできるだけ顧客の近くに置くことです。これにより、レイ
テンシが最小限に抑えられるため、パフォーマンスが向上します。もう 1 つの理由は、隔離境界を設
けることです。これにより、複数のリージョンでリソースの独立したコピーを作成して、負荷を分散
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し、スケーラビリティを向上させることができます。同時に、リソースを互いに分離して可用性を向
上させます。

AWS リージョンAWS CLIコンソールまたはコマンドで別のものを指定すると、以前のリージョンで
表示できたリソースを表示したり、操作したりできなくなります。

リージョンリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を見ると、そのリソースを含むリージョンが 
ARN の 4 番目のフィールドとして指定されています。例えば、Amazon EC2 インスタンスはリー
ジョンリソースです。このようなリソースには、us-east-1リージョンに存在する VPC の次のサン
プルのような ARN があります。

arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0a6f30921424d3eee

グローバルリソース

AWS一部のサービスは、グローバルにアクセスできるリソースをサポートしています。つまり、どこ
からでもリソースを使用できます。AWS リージョングローバルサービスのコンソールではを指定し
ません。グローバルリソースにアクセスするには、AWS CLIサービスとAWS SDK--region のオペ
レーションを使用するときにパラメータを指定しません。

グローバルリソースは、特定のリソースのインスタンスが一度に 1 つしか存在できないことが重要な
場合に役立ちます。このようなシナリオでは、異なるリージョンのコピー間の複製や同期は適切では
ありません。リソースの利用者が変更を瞬時に確認できるように、レイテンシが長くなる可能性があ
るため、単一のグローバルエンドポイントにアクセスしなければならないことは許容できると考えら
れます。たとえば、AWS Cloud WAN コアネットワークをグローバルリソースとして作成すると、す
べてのユーザーに一貫性を持たせることができます。すべての地域にまたがる単一の連続したグロー
バルネットワークとして表示されます。

グローバルリソースの Amazon リソースネーム (ARN) にはリージョンは含まれません。このような 
ARN の 4 番目のフィールドは空です。たとえば、クラウド WAN コアネットワークのサンプル ARN 
は次のようになります。

arn:aws:networkmanager::123456789012:core-network/core-network-0514d38fa6f796cea

リソースシェアとそのリージョン
AWS RAMはリージョナルサービスで、リソースシェアはリージョナルです。したがって、リソース共有
には、AWS リージョンリソース共有と同じリソースと、サポートされているすべてのグローバルリソース
を含めることができます。リソース共有を作成したリージョンは、リソース共有を作成するリージョンで
す。

Important

現在、グローバルリソース共有を作成できるのは、米国東部 (バージニア北部)us-east-1 リー
ジョン内のみです。リソース共有はその 1 つのホームリージョンでのみ作成できますが、共有
されたグローバルリソースは、そのサービスのコンソールまたは CLI と SDK の操作で表示する
と、標準のグローバルリソースとして表示されます。ホームリージョンへの制限はリソース共有
にのみ適用され、そこに含まれるリソースには適用されません。

us-west-2リージョンで作成したリージョナルリソースを共有するには、AWS RAMus-west-2コンソー
ルを使用するように設定し、そこでリソース共有を作成する必要があります。別の地域リソースを含むリ
ソース共有を作成することはできませんAWS リージョン。つまり、両方のリソースを共有するにはus-
west-2eu-north-1、2 つの異なるリソース共有を作成する必要があります。2 つの異なるリージョンの
リソースを 1 つのリソース共有にまとめることはできません。

AWS RAMコンソールでグローバルリソースを共有するには、指定されたホームリージョンである米国東
部 (バージニア北部)AWS RAM を使用するようにコンソールを設定する必要がありますus-east-1。次
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に、指定されたホームリージョンにリソース共有を作成します。リソース共有内のグローバルリソース
は、us-east-1リージョンのリソースとのみ混在できます。

グローバルリソースは、AWS RAM指定されたホームリージョンのリソース共有でのみ表示できますが、
共有した後もグローバルリソースになります。AWS アカウント元のリージョンでアクセスできたどのリー
ジョンからでも共有でアクセスできますAWS アカウント。

考慮事項

• AWS RAM コンソールでリソース共有を作成するには、共有するリソースが含まれるリージョンを使用
する必要があります。 グローバルリソースを含める場合は、指定されたホームリージョンを使用して
共有を作成する必要があります。たとえば、AWS Cloud WAN コアネットワークを共有するには、us-
east-1リージョンにリソース共有を作成する必要があります。

• AWS RAMコンソールでリソース共有を表示または変更するには、リソース共有を含むリージョンを使
用する必要があります。同様に、AWS RAMAWS CLIおよび SDK オペレーションでは、オペレーション
で指定したリージョンにあるリソース共有のみを操作できます。グローバルリソースを含むリソース共
有を表示または変更するには、指定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) を使用す
る必要がありますus-east-1。

• AWS RAMコンソールでリージョナルリソースを表示してリソース共有に含めるには、リージョナルリ
ソースを含むリージョンを使用する必要があります。

• AWS RAMコンソールでグローバルリソースを表示してリソース共有に含めるには、指定されたホーム
リージョンである米国東部 (バージニア北部) を使用する必要がありますus-east-1。

• 指定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) でのみ、地域リソースとグローバルリ
ソースの両方を含むリソース共有を作成できますus-east-1。

所有する AWS リソースの共有
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、指定したプリンシパルと指定したリソースを共
有できます。このセクションでは、新しいリソース共有の作成、既存のリソース共有の変更、不要になっ
たリソース共有の削除方法について説明します。

トピック
• AWS RAM で作成したリソース共有の表示 (p. 26)
• AWS RAM 内でのリソース共有の作成 (p. 28)
• AWS RAM 内のリソース共有を更新します。 (p. 33)
• AWS RAM 内の共有リソースの表示 (p. 38)
• AWS RAM 内のリソース共有相手のプリンシパルの表示するには (p. 39)
• AWS RAM 内のリソース共有の削除 (p. 40)

AWS RAM で作成したリソース共有の表示
作成したリソース共有のリストを表示できます。どのリソースをどのプリンシパルと共有しているかを確
認できます。

Console

リソース共有を表示するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared by me : Resource shares] (自分が共有: リソース共有) ページを
開きます。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
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ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
リソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源
の共有 (p. 24)。

3. 結果のリソース共有で使用されている管理権限のいずれかに、デフォルトとして指定された新し
いバージョンの管理権限がある場合、ページに警告するバナーが表示されます。ページの上部に
ある [すべて確認して更新] を選択すると、管理権限のすべてのバージョンを一度に更新できま
す。

また、管理権限の新しいバージョンが 1 つ以上ある個々のリソース共有の場合、[ステータス] 列
には [更新可能] と表示されます。このリンクを選択すると、更新された管理権限バージョンを確
認するプロセスが開始され、それらをその 1 つのリソース共有内の関連するリソースタイプの
バージョンとして割り当てることができます。

4. (オプション) フィルタを適用して特定の共有リソースを見つけます。複数のフィルタを適用して
検索を絞り込むことができます。リソース共有名の一部などのキーワードを入力すると、その
キーワードが名前に含まれるリソース共有のみを一覧表示できます。テキストボックスを選択す
ると、推奨される属性フィールドのドロップダウンリストが表示されます。いずれかを選択して
から、そのフィールドで選択可能な値をリストから選択できます。他の属性やキーワードを追加
しながら目的のリソースが見つかるまで続けてください。

5. 確認するリソース共有の名前を選択します。コンソールには、リソース共有に関する以下の情報
が表示されます。

• [Summary] (概要) — リソース共有名、ID、所有者、Amazon リソースネーム (ARN)、作成日、
外部アカウントとの共有を許可するかどうか、および現在のステータスの一覧です。

• 管理権限 — このリソース共有にアタッチされている管理権限を一覧表示します。リソース共有
には、リソースタイプごとに 1 つだけ管理権限を含めることができます。各管理権限には、リ
ソース共有に関連付けられている管理対象権限のバージョンが表示されます。デフォルトバー
ジョンでない場合、コンソールには [デフォルトバージョンに更新] リンクが表示されます。そ
のリンクを選択すると、デフォルトバージョンを使用するようにリソース共有を更新する機会
が提供されます。

• [Shared resources] (共有リソース) — リソース共有に含まれる個々のリソースの一覧です。リ
ソースの ID を選択してブラウザで新しいタブを開き、ネイティブサービスのコンソールにリ
ソースを表示します。

• [Shared principals] (共有プリンシパル) — リソース共有相手のプリンシパルのリスト。
• [Tags] (タグ) - リソース共有自体にアタッチされているタグのキーと値のペアの一覧を表示しま

す。これらは、リソース共有に含まれる個々のリソースにアタッチされているタグではありま
せん。

AWS CLI

リソース共有を表示するには

get-resource-shares--resource-ownerSELFパラメータをに設定したコマンドを使用すると、で作
成されたリソース共有の詳細を表示できますAWS アカウント。

次の例は、呼び出し元 AWS アカウント について現在の AWS リージョン (us-east-1) 内で共有され
ているリソース共有を示しています。別のリージョンで作成されたリソース共有を取得するには、--
region <region-code> パラメータを使用します。グローバルリソースを含むリソース共有を含め
るには、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に指定する必要がありますus-east-1。

$  aws ram get-resource-shares \ 
    --resource-owner SELF
{ 
    "resourceShares": [ 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425", 
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            "name": "MySubnetShare", 
            "owningAccountId": "123456789012", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        }, 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/818d71dd-7512-4f71-99c6-2ae57aa010bc", 
            "name": "MyLicenseConfigShare", 
            "owningAccountId": "123456789012", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        } 
    ]
}

AWS RAM 内でのリソース共有の作成
所有するリソースを共有するには、リソース共有を作成します。プロセスの概要を次に示します。

1. 共有するリソースを追加します。
2. 共有リソースタイプごとに、そのリソースタイプに使用する管理アクセス許可を指定します (p. 13)。

• AWS使用可能な管理アクセス許可または既存のカスタマー管理アクセス許可のいずれかを選択するこ
とも、新しいカスタマー管理アクセス許可を作成して使用することもできます。

• AWS管理権限は、AWS標準的なユースケースに対応できるようにによって作成されます。
• 顧客管理権限により、セキュリティやビジネスニーズに合わせて独自の管理権限をカスタマイズでき

ます。

Note

選択した管理権限に複数のバージョンがある場合は、AWS RAMデフォルトバージョンを自動
的に添付します。デフォルトとして指定されているバージョンのみを添付できます。

3. リソースにアクセスできるようにしたいプリンシパルを指定します。

考慮事項

• AWS共有に含めたリソースを後で削除する必要がある場合は、まずそのリソースを含むリソース共有か
らリソースを削除するか、リソース共有を削除することをお勧めします。

• リソース共有に含めることができるリソースタイプは、に記載されています共有可能な AWS リソー
ス (p. 53)。

• 共有リソースを共有できるのは自分が所有するリソースのみです (p. 10)。自分が共有先になっているリ
ソースを共有することはできません。

• AWS RAM はリージョンでのサービスです。リソースを他の内のプリンシパルと共有する場合AWS アカ
ウント、AWS リージョンそれらのプリンシパルはそのリソースが作成されたのと同じから各リソースに
アクセスする必要があります。サポートされているグローバルリソースについては、AWS リージョンそ
のリソースのサービスコンソールとツールでサポートされているどのリソースからでもアクセスできま
す。このようなリソース共有とそのグローバルリソースは、指定されたホームリージョンである米国東
部 (バージニア北部)AWS RAM でのみコンソールとツールで表示できますus-east-1。AWS RAMおよ
びグローバルリソースの詳細については、を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源の共
有 (p. 24)。
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• AWS Organizations共有するアカウントが組織内の組織のメンバーであり、組織内での共有が有効に
なっている場合、共有された組織内のプリンシパルにはリソース共有されたリソース共有に対するアク
セス許可が招待状なしで自動的に付与されます。組織のコンテキスト外で共有するアカウントのプリン
シパルは、リソース共有に参加するための招待を受け取り、招待を受け入れた後でのみ、共有リソース
へのアクセス権が付与されます。

• 共有が組織の一部であるアカウントまたはプリンシパル間で行われる場合、組織のメンバーシップを変
更すると、リソース共有へのアクセスに動的に影響します。
• リソース共有へのアクセス許可が組織または OU に追加した場合、その新しいメンバーアカウントは

自動的にリソース共有共有リソース共有にアクセスできます。AWS アカウント共有したアカウントの
管理者は、そのアカウント内の個々のプリンシパルに、その共有内のリソースへのアクセス権を付与
できます。

• 組織または OU からアカウントを削除した場合、そのアカウント内のプリンシパルはそのリソース共
有を介してアクセスされたリソースへのアクセス許可が自動的に付与されます。

• メンバーアカウントまたはメンバーアカウントの IAM ロールまたはユーザーと直接共有し、そのアカ
ウントを組織から削除した場合、そのアカウントのプリンシパルは、そのリソース共有を通じてアク
セスされたリソースにアクセスできなくなります。

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含まれる場合、共
有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自動的にアクセスできるように
なります。付与されるアクセス権は、共有に関連付けられた管理権限によって定義されます。
これは、AWS RAM"Principal": "*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポ
リシーがを使用するためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーで
の使用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはアクセスでき
ません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシーを適切なプリンシパル
にアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リソース共有内の個々のリソースの 
ARNAllow へのアクセスを許可する必要があります。これらのポリシーの権限は、リソース共
有に関連付けられた管理権限で指定されている権限を超えることはできません。

• リソース共有に追加できるのは、アカウントがメンバーとして所属する組織とその組織の OU のみで
す。組織の外部から OU または組織をプリンシパルとしてリソース共有に追加することはできません。
ただし、組織外の IAMAWS アカウント ロールまたはユーザーを、リソース共有共有のプリンシパルと
して個々のまたは (サポートされているサービスの場合) IAM ロールまたはユーザーリソース共有のプリ
ンシパルとして追加することは可能です。

Note

すべてのリソースタイプを IAM ロールやユーザーと共有できるわけではありません。こ
れらのプリンシパルと共有できるリソースの詳細については、「共有可能な AWS リソー
ス (p. 53)」を参照してください。

• 以下のリソースタイプについては、7 日以内に以下のリソースタイプの共有への招待を承諾する必要が
あります。期限切れになる前に招待を受け入れない場合、招待状は自動的に辞退したことになります。

Important

以下のリストにない共有リソースタイプについては、12 時間以内に招待を承諾してリソース
共有に参加してください。12 時間後に招待を承諾しようとすると、RAM は招待の処理に失敗
し、元のアカウントはリソースを再度共有して新しい招待を生成する必要があります。

• Amazon Aurora R
• Amazon EC2 — キャパシティ予約と専用ホスト
• AWS License Manager— ライセンス構成
• AWS Outposts— ローカルゲートウェイのルートテーブル、アウトポスト、サイト
• Amazon Rou
• Amazon VPC — 顧客所有の IPv4 アドレス、プレフィックスリスト、サブネット、トラフィックミ

ラーターゲット、トランジットゲートウェイ、トランジットゲートウェイマルチキャストドメイン
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Console

リソース共有を作成するには

1. AWS RAM コンソールを開きます。
2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ

プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、AWS リージョンを米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) に設定
する必要があります。グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグ
ローバル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)。リソース共有にグローバルリソースを含める
場合は、指定されたホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) を選択する必要がありま
すus-east-1。

3. AWS RAM を初めて使用する場合は、ホームページから [Create a resource share] (リソース共有
の作成) を選択します。それ以外の場合、[Shared by me : Resource shares] (自分が共有: リソー
ス共有) から [Create resource share] (リソース共有の作成) を選択します。

4. [Step 1: Specify resource share details] (ステップ 1: リソース共有の詳細を指定する) で、以下の
手順に従います。

a. [Name] (名前) に、リソース共有のわかりやすい名前を入力します。
b. [Resources] (リソース) で、リソース共有に追加するリソースを以下のように選択します。

• [Select resource type] (ターゲットリソースの選択) で、共有するリソースのタイプを選択
します。そうすることで、共有可能なリソースのリストが、選択したタイプのリソースの
みに絞り込まれます。

• 結果のリソースリストで、共有したい個々のリソースの横にあるチェックボックスをオン
にします。選択したリソースが [Selected resources] (選択済みリソース) に移動します。

特定のアベイラビリティーゾーンに関連するリソースを共有している場合、アベイラビ
リティーゾーン ID (AZ ID) がアカウント間でのこれらのリソースの相対的な位置を判別
するのに役立ちます。詳細については、「AWS リソースのアベイラビリティーゾーン 
ID (p. 50)」を参照してください。

c. (オプション) タグをアタッチするには、[Tags] (タグ) にタグのキーと値を入力します。[Add 
new tag] (新しいタグを追加) を選択して、他のユーザーを追加します。この手順を必要なだ
け繰り返します。これらのタグは、リソース共有内のリソースには適用されず、リソース共
有共有リソース共有自体にのみ適用されます。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. ステップ 2: 管理権限を各リソースタイプに関連付けるでは、AWSによって作成された管理権限

をリソースタイプに関連付けるか、既存のカスタマー管理権限を選択するか、サポートされて
いるリソースタイプ用に独自のカスタマー管理権限を作成するかを選択できます。詳細について
は、「 マネージドアクセス許可のタイプ (p. 87)」を参照してください。

共有ユースケースの要件を満たす顧客管理権限を作成するには、[顧客管理権限の作成] を選択し
ます。詳細については、カスタマーアクセス許可を作成する (p. 77)を参照してください。プロ

セスが完了したら、 を選択し、管理権限ドロップダウンリストから新しい顧客管理権限を
選択できます。

Note

選択した管理権限に複数のバージョンがある場合は、AWS RAMデフォルトバージョン
を自動的に添付します。デフォルトとして指定されたバージョンのみを添付できます。

管理権限で許可されているアクションを表示するには、「この管理対象権限のポリシーテンプ
レートを表示」を展開します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
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8. [Step 3: Choose principals to grant access] (ステップ 3: アクセスを許可するプリンシパルを選択
する) で、以下の手順に従います。

a. デフォルトでは、[すべてのユーザーとの共有を許可] が選択されています。つまり、それを
サポートするリソースタイプでは、組織外のリソースを共有できます。AWS アカウントこれ
は、Amazon VPC サブネットなど、組織内でのみ共有できるリソースタイプには影響しませ
ん。サポートされているリソースタイプ (p. 53)を IAM ロールまたはユーザーと共有する
こともできます。

リソース共有を組織内のアカウントとプリンシパルのみに制限するには、[組織内でのみ共有
を許可] を選択します。

b. [Principals] (プリンシパル) について、以下の操作をします。

• 組織、組織単位 (OU) または組織の一部である AWS アカウント を追加するには、[Display 
organizational structure] (組織構造の表示) をオンにします。そうすると組織図が表示され
ます。次いで、追加したい各プリンシパルの横にあるチェックボックスをオンにします。

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含
まれる場合、共有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自
動的にアクセスできるようになります。付与されるアクセス権は、共有に関連
付けられた管理権限によって定義されます。これは、AWS RAM"Principal": 
"*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポリシーがを使用する
ためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーでの使
用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはア
クセスできません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシー
を適切なプリンシパルにアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リ
ソース共有内の個々のリソースの ARNAllow へのアクセスを許可する必要があり
ます。これらのポリシーの権限は、リソース共有に関連付けられた管理権限で指
定されている権限を超えることはできません。

• 組織 (で始まる IDo-) を選択した場合、AWS アカウント組織内のすべてのプリンシパル
がリソース共有共有リソース共有にアクセスできます。

• OU (で始まる IDou-) を選択した場合、OU 内のすべてのプリンシパルとその子 OUAWS 
アカウント 内のプリンシパルがリソース共有共有リソース共有にアクセスできます。

• 個々のを選択した場合AWS アカウント、そのアカウントのプリンシパルだけがリソース
共有共有共有にアクセスできます。

Note

[Display organizational structure] (組織構造の表示) トグルが表示されるの
は、AWS Organizations とのが有効になっていて、組織の管理アカウントにサイ
ンインしているときのみです。
AWS アカウントこの方法で組織外のまたは IAM ロールまたはユーザーを指定す
ることはできません。代わりに、[組織構造の表示] をオフにし、ドロップダウン
リストとテキストボックスを使用して ID または ARN を入力する必要がありま
す。

• 組織外のプリンシパルを含む ID または ARN でプリンシパルを指定するには、プリンシパ
ルごとにプリンシパルタイプを選択します。次に、(、組織AWS アカウント、または OU 
の) ID または (IAM ロールまたはユーザーの) ARN を入力してから [Add] (追加) を選択しま
す。使用可能なプリンシパルタイプと ID および ARN 形式は以下のとおりです。
• AWS アカウント — AWS アカウント を追加するには、12 桁のアカウント ID を入力し

ます。例:

123456789012
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• [Organization] (組織) — AWS アカウント のすべてを追加するには、組織の ID を入力し
ます。例:

o-abcd1234
• [Organizational unit (OU)] (部門単位 (OU)) — OU を追加するには、OU の ID を入力しま

す。例:

ou-abcd-1234efgh
• [IAM role] (IAM ロール) — IAM ロールを追加するには、ロールの ARN を入力します。次

の構文を使用します。

arn:partition:iam::account:role/role-name

例:

arn:aws:iam::123456789012:role/MyS3AccessRole

Note

IAM ロールに固有の ARN を取得するには、IAM コンソールでロールのリスト
を表示するか、get-roleAWS CLI コマンドまたは GetRoleAPI アクションを使用
します。

• [IAM user] (IAM ユーザー) — IAM ユーザーを追加するには、ユーザーの ARN を入力し
ます。次の構文を使用します。

arn:partition:iam::account:user/user-name

例:

arn:aws:iam::123456789012:user/bob

Note

IAM ユーザーの固有の ARN を取得するには、IAM コンソールでユーザーのリ
ストを表示するか、get-userAWS CLIコマンドまたは GetUserAPI アクションを
使用します。

c. [Selected principals] (選択されたプリンシパル) について、指定したプリンシパルがリストに
入っていることを確認します。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [Step 4: Review and create] (ステップ 4: 確認して作成する) で、リソース共有に関する設定の詳

細を見直します。任意のステップについて設定を変更するには、戻りたいステップに対応するリ
ンクを選択して必要なだけ変更を加えます。

11. リソース共有を確認し終わった、[Create resource share] (リソース共有の作成) を選択します。

リソースとプリンシパルの関連付けが完了するまでに数分かかることがあります。リソース共有
を使用する前にこのプロセスを完了させてください。

12. リソースとプリンシパルの追加および削除、リソース共有へのカスタムタグの適用はいつでも
できます。リソース共有されたアクセス許可以外をサポートするタイプについては、リソース
共有されたリソースタイプの管理アクセス許可を変更できます。リソースを共有する必要がな
くなったら、リソース共有を削除できます。詳細については、「所有する AWS リソースの共
有 (p. 26)」を参照してください。

AWS CLI

リソース共有を作成するには
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create-resource-share コマンドを実行します。次のコマンドは、組織内の AWS アカウント のすべて
と共有されるリソース共有を作成します。共有にはAWS License Managerライセンス設定が含まれ、
そのリソースタイプのデフォルト管理アクセス許可が付与されます。

Note

このリソース共有のリソースタイプで顧客管理権限を使用する場合は、既存の顧客管理権
限を使用するか、新しい顧客管理権限を作成できます。カスタマー管理権限の ARN をメ
モし、リソース共有を作成します。詳細については、「カスタマーアクセス許可を作成す
る (p. 77)」を参照してください。

$ aws ram create-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --name MyLicenseConfigShare \ 
    --permission-arns arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration \ 
    --resource-arns arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-
configuration:lic-abc123 \ 
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234abcd
{ 
    "resourceShare": { 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/12345678-abcd-09876543", 
        "name": "MyLicenseConfigShare", 
        "owningAccountId": "123456789012", 
        "allowExternalPrincipals": true, 
        "status": "ACTIVE", 
        "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00", 
        "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00" 
    }
}

AWS RAM 内のリソース共有を更新します。
AWS RAM 内のリソース共有は、以下の方法でいつでも更新できます。

• 作成したリソース共有にプリンシパル、リソース、またはタグを追加できます。
• デフォルトAWSマネージドアクセス許可以上のものをサポートするリソースタイプについては、各リ

ソースに適用する管理アクセス許可を選択できます。
• リソース共有にアタッチされた管理権限に新しいデフォルトバージョンがある場合は、新しいバージョ

ンを使用するように管理権限を更新できます。
• リソース共有 からプリンシパルまたはリソースを削除することで、共有リソースへのアクセスを取り

消すことができます。アクセスを取り消すと、プリンシパルは共有リソースにアクセスできなくなりま
す。

Note

リソースを共有する相手のプリンシパルは、共有が空の場合、またはリソース共有の終了をサ
ポートするリソースタイプのみが含まれている場合、リソース共有を終了できます。終了をサ
ポートしていないリソースタイプがリソース共有に含まれている場合、プリンシパルには共有所
有者に連絡する必要があることを知らせるメッセージが表示されます。この場合、リソース共有
からプリンシパルを削除する必要があります。このアクションがサポートされないリソースタイ
プのリストについては、「リソース共有を終了するための前提条件 (p. 48)」を参照してくださ
い。
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Console

リソース共有を更新するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared by me : Resource shares] (自分が共有: リソース共有) に移動し
ます。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソース共有をリ
スト化し、AWS リージョンを米国東部 (バージニア北部), (us-east-1) に設定する必要がありま
す。グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比
較した地域資源の共有 (p. 24)。

3. リソース共有を選択してから [Modify] (変更) を選択します。
4. [Step 1: Specify resource share details] (ステップ 1: リソース共有の詳細を指定する) で、リソー

ス共有の詳細を見直し、必要に応じて以下のいずれかを更新します。

a. (オプション) リソース共有の名前を変更するには、[Name] (名前) を編集します。
b. (オプション) リソース共有にリソースを追加するには、[Resources] (リソース) の下でリ

ソースのタイプを選択してからリソースの横にあるチェックボックスをオンにします。で
リージョンを米国東部 (バージニア), (us-east-1) に設定した場合のみが表示されますAWS 
Management Console。

c. (オプション) リソース共有からリソースを削除するには、[Selected resources] (選択された
リソース) の下でリソースを見つけてからリソースの ID の横にある [X] を選択します。

d. (オプション) リソース共有にタグを追加するには、[Tags] (タグ) の下にある空のテキスト
ボックスにタグのキーと値を入力します。タグのキーと値のペアを複数追加するには、[Add 
new tag] (新しいタグを追加) を選択します。最大 50 個のタグを追加できます。

e. リソース共有からタグを削除するには、[Tags] (タグ) の下で削除したいタグを見つけてその
横にある [Remove] (削除) をクリックします。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. (オプション) ステップ 2: 管理権限を各リソースタイプに関連付けるでは、AWSによって作成さ

れた管理権限をリソースタイプに関連付けるか、既存の顧客管理権限を選択するか、独自の顧
客管理権限を作成するかを選択できます。詳細については、「 マネージドアクセス許可のタイ
プ (p. 87)」を参照してください。

また、「顧客管理権限の作成」を選択して、共有ユースケースの要件を満たす顧客管理権限を作
成することもできます。詳細については、「カスタマーアクセス許可を作成する (p. 77)」を参

照してください。プロセスが完了したら、を選択し 、管理権限ドロップダウンリストから
新しい顧客管理権限を選択できます。

管理権限で許可されているアクションを表示するには、「この管理対象権限のポリシーテンプ
レートを表示」を展開します。

7. リソース共有に現在割り当てられている管理権限のバージョンが現在のデフォルトバージョンで
ない場合は、[デフォルトバージョンに更新] を選択してデフォルトバージョンに更新できます。

Note

最後のステップを終えてリソース共有に変更を保存するまでは、[以前のバージョンに戻
す] を選択してバージョン更新をキャンセルできます。ただし、AWS管理権限の場合、
リソース共有を保存すると変更は最終的になり、以前のバージョンに戻すことはできま
せん。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [Step 3: Choose principals that are allowed to access] (ステップ 3: アクセスを許可するプリンシ

パルを選択する) で、選択したプリンシパルを見直し、必要に応じて以下のいずれかを更新しま
す。
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a. (オプション) 組織内外のプリンシパルとの共有の有効化を変更するには、以下のオプション
のいずれかを選択します。

• 組織外の IAMAWS アカウント ロールやユーザーとリソースを共有したり、個別に IAM 
ロールやユーザーと共有したりするには、[外部プリンシパルとの共有を許可] を選択しま
す。

• AWS Organizations 内の組織内のプリンシパルのみにリソース共有を制限するに
は、[Allow sharing with principals in your organization only] (組織内のプリンシパルとの共
有のみを許可する) を選択します。

b. [Principals] (プリンシパル) について、以下の操作をします。

• (オプション) 組織、組織単位 (OU)、AWS アカウントまたはメンバーを追加するには、
[Display organization structure] (組織構造の表示) をオンにして組織図のツリーを表示しま
す。次いで、追加したい各プリンシパルの横にあるチェックボックスをオンにします。

Important

組織または OU と共有し、その範囲にリソース共有を所有するアカウントが含
まれる場合、共有アカウントのすべてのプリンシパルは、共有内のリソースに自
動的にアクセスできるようになります。付与されるアクセス権は、共有に関連
付けられた管理権限によって定義されます。これは、AWS RAM"Principal": 
"*"共有内の各リソースに適用されるリソースベースのポリシーがを使用する
ためです。詳細については、「"Principal": "*"リソースベースのポリシーでの使
用 (p. 13)」を参照してください。
他のコンシューマーアカウントのプリンシパルは、共有のリソースにすぐにはア
クセスできません。他のアカウントの管理者は、まず ID ベースの権限ポリシー
を適切なプリンシパルにアタッチする必要があります。これらのポリシーは、リ
ソース共有内の個々のリソースの ARNAllow へのアクセスを許可する必要があり
ます。これらのポリシーの権限は、リソース共有に関連付けられた管理権限で指
定されている権限を超えることはできません。

Note

[Display organizational structure] (組織構造の表示) トグルが表示されるの
は、AWS Organizations との共有が有効になっていて、組織の管理アカウントに
プリンシパルとしてサインインしているときのみです。
AWS アカウントこの方法で組織外のまたは IAM ロールもしくは IAM ユーザーを
指定することはできません。代わりに、プリンシパルの識別子を入力することで
これらのプリンシパルを追加する必要があり、識別子は [Display organizational 
structure](組織構造の表示) スイッチの下にあるテキストボックスに表示されま
す。次の箇条書きを参照してください。

• (オプション) 識別子でプリンシパルを追加するには、ドロップダウンリストでプリンシパ
ルタイプを選択してからプリンシパルの ID または ARN を入力します。最後に、[Add] (追
加) を選択します。

個々の AWS アカウント を選択した場合、そのアカウントのみがリソース共有にアクセス
できます。次のいずれかのオプションを選択できます。
• 別のAWS アカウント (リソース所有者以外) — 他のアカウントがリソースを利用できる

ようにします。そのアカウントの管理者は、ID ベースの権限ポリシーを使用して個々の
ロールとユーザーに共有リソースへのアクセスを許可することでプロセスを完了する必
要があります。これらの権限は、リソース共有に添付されている管理権限で定義されて
いる権限を超えることはできません。

• これAWS アカウント (リソース所有者) — リソース所有アカウントのすべてのロールと
ユーザーは、リソース共有に付与された管理権限によって定義されたアクセス権を自動
的に受け取ります。

• 追加内容は直ちに [Selected principals] (選択されたプリンシパル) リストに表示されます。
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その後、この手順を繰り返して、アカウント、OU、または組織を追加できます。
• (オプション) プリンシパルを削除するには、[Selected principals] (選択されたプリンシパ

ル) から対象のプリンシパルを見つけて、チェックボックスをオンにしてから [Deselect]
(選択解除) を選択します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [Step 4: Review and create] (ステップ 4: 確認して更新する) で、リソース共有に関する設定の詳

細を見直します。
12. 任意のステップについて設定を変更するには、戻りたいステップに対応するリンクを選択して必

要なだけ変更を加えます。

管理権限でまだデフォルト以外のバージョンを使用している場合は、[デフォルトバージョンに更
新] を選択してその問題を解決する別の機会があります。

13. 変更が終わったら [Update resource share] (リソース共有の更新) を選択します。

AWS CLI

リソース共有を更新するには

以下の AWS CLI コマンドを使用してリソース共有を変更できます。

• リソース共有の名前を変更したり、外部プリンシパルを許可するかどうかを変更するには、update-
resource-share コマンドを使用します。次の例では、指定したリソース共有の名前を変更し、その
組織のプリンシパルのみを許可するように設定します。AWS リージョンリソース共有を含むのサー
ビスエンドポイントを使用する必要があります。

$ aws ram update-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \ 
    --name "my-renamed-resource-share" \ 
    --no-allow-external-principals
{ 
    "resourceShare": { 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE", 
        "name": "my-renamed-resource-share", 
        "owningAccountId": "123456789012", 
        "allowExternalPrincipals": false, 
        "status": "ACTIVE", 
        "creationTime": 1565295733.282, 
        "lastUpdatedTime": 1565303080.023 
    }
}

• リソース共有にリソースを追加するには、associate-resource-share コマンドを使用します。次の例
では、指定したリソース共有にサブネットを追加します。

$ aws ram associate-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
{ 
    "resourceShareAssociations": [ 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE", 
        "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235", 
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        "associationType": "RESOURCE", 
        "status": "ASSOCIATING", 
        "external": false 
    ]
}

• リソース共有内のリソースタイプの管理権限を追加または置き換えるには、list-permissionsコマン
ドとを使用しますassociate-resource-share-permission。リソース共有では、リソースタイプごとに 
1 つのアクセス許可のみを割り当てることができます。既にアクセス許可を持っているリソースタ
イプに管理アクセス許可を追加しようとする場合、--replaceオプションを付けないとエラーが発
生してコマンドが失敗します。

次のコマンド例では、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) サブネットで使用可能なマ
ネージドアクセス許可の ARN をリスト化し、これらの ARN のいずれかを使用して、AWS指定され
たリソース共有内のそのリソースタイプに現在割り当てられているマネージドアクセス許可を置き
換えます。

$ aws ram list-permissions \ 
    --resource-type ec2:Subnet
{ 
    "permissions": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionSubnet", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": true, 
            "name": "AWSRAMDefaultPermissionSubnet", 
            "resourceType": "ec2:Subnet", 
            "creationTime": "2020-02-27T11:38:26.727000-08:00", 
            "lastUpdatedTime": "2020-02-27T11:38:26.727000-08:00" 
        } 
    ]
}
$ aws ram associate-resource-share-permission \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/f1d72a60-
da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \ 
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionSubnet
{ 
    "returnValue": true
}

• リソース共有からリソースを削除するには、コマンドを使用しますdisassociate-resource-share。
次の例では、指定したリソース共有から指定した ARN を持つ Amazon EC2 サブネットを削除しま
す。

$ aws ram disassociate-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1f4e15235 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
{ 
    "resourceShareAssociations": [ 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE", 
        "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-east-1:ubnet/subnet-0250c25a1f4e15235", 
        "associationType": "RESOURCE", 
        "status": "DISASSOCIATING", 
        "external": false 
    ]
}
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• リソース共有に添付されているタグを変更するには、tag-resourceコマンドとを使用しますuntag-
resource。次の例では、指定されたリソース共有にタグ project=lima を追加します。

$ aws ram tag-resource \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/f1d72a60-
da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \ 
    --tags key=project,value=lima

次の例では、指定されたリソース共有から project のキーを持つタグを削除します。

$ aws ram untag-resource \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/f1d72a60-
da19-4765-b4f9-e27b658b15b8 \ 
    --tag-keys=project

タグ付けコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

AWS RAM 内の共有リソースの表示
すべてのリソース共有にわたって、共有した個々のリソースのリストを表示できます。このリストは、現
在共有しているリソース、そのリソースが含まれているリソース共有数、そのリソースにアクセスできる
プリンシパルの数を確認するのに役立ちます。

Console

現在共有しているリソースを表示するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared by me : Shared resources] (自分が共有: 共有リソース) ページを
開きます。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
リソースの共有の詳細については、「」」」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域
資源の共有 (p. 24)。

3. 共有リソース別に以下の情報が表示されます。

• [Resource ID] (リソース ID) — リソースの ID。リソースの ID を選択してブラウザで新しいタ
ブを開き、ネイティブサービスのコンソールにリソースを表示します。

• [Resource type] (リソースタイプ) — リソースのタイプ。
• [Last share date] (最終共有日) - リソースが最後に共有された日付。
• [Resource shares] (リソース共有) — リソースを含んでいるリソース共有の数。リソース共有の

リストを表示するには、番号を選択します。
• [Principals] (プリンシパル) — リソースにアクセスできるプリンシパルの数。プリンシパルを表

示する値を選択します。

AWS CLI

現在共有しているリソースを表示するには

--resource-owner パラメータを SELF に設定して list-resources コマンドを使用すると、現在共有
しているリソースの詳細を表示できます。
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次の例は、AWS リージョン呼び出し元us-east-1についてリソース共有に含まれているリソースを
示していますAWS アカウント。別のリージョンで共有されたリソースを取得するには、--region
<region-code> パラメータを使用します。

$ aws ram list-resources \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner SELF
{ 
    "resources": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-
configuration:lic-ecbd5574fd92cb0d312baea260e4cece", 
            "type": "license-manager:LicenseConfiguration", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/818d71dd-7512-4f71-99c6-2ae57aa010bc", 
            "creationTime": "2021-09-14T20:42:40.266000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:42:41.081000-07:00" 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:license-
configuration:lic-ecbd5574fd92cb0d312baea260e4cece", 
            "type": "license-manager:LicenseConfiguration", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/
a477f3b2-4001-4dcb-bd54-7c8d23b4f07d", 
            "creationTime": "2021-07-22T11:48:11.104000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-07-22T11:48:11.971000-07:00" 
        } 
    ]
}

AWS RAM 内のリソース共有相手のプリンシパルの表
示するには
リソースを共有している相手のプリンシパルをすべてのリソース共有にわたって表示できます。プリンシ
パルのリストを表示することで、共有リソースにアクセスできるユーザーを判別できます。

Console

リソース共有相手のプリンシパルの表示するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared by me : Principals] (自分が共有: プリンシパル) に移動します。
2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ

プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバルリ
ソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源の
共有 (p. 24)。

3. フィルタを適用して特定のプリンシパルを見つけます。複数のフィルタを適用して検索を絞り込
むことができます。テキストボックスを選択すると、推奨される属性フィールドのドロップダウ
ンリストが表示されます。いずれかを選択してから、そのフィールドで選択可能な値をリストか
ら選択できます。他の属性やキーワードの追加は、目的のリソースが見つかるまで可能です。

4. リストに表示された各プリンシパルについて、コンソールに以下の情報が表示されます。

• [Principal ID] (プリンシパル ID) — プリンシパルの ID。ID を選択してブラウザで新しいタブを
開き、プリンシパルをネイティブコンソールに表示します。

• [Resources shares] (リソース共有) — 指定したプリンシパルと共有しているリソース共有の
数。番号を選択すると、リソース共有のリストが表示されます。
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• [Resources] (リソース) — プリンシパルと共有しているリソースの件数。番号を選択すると、
共有リソースのリストが表示されます。

AWS CLI

リソース共有相手のプリンシパルの表示するには

list-principals コマンドを使用すると、呼び出し元アカウントについて現在の AWS リージョン で作成
したリソース共有内で参照するプリンシパルのリストを取得できます。

次の例では、呼び出し元アカウントのデフォルトリージョンで作成された共有へのアクセス権を持つ
プリンシパルを一覧表示します。この例では、プリンシパルは呼び出し元アカウントの組織および別
の AWS アカウント であり、2 つの異なるリソース共有の一部となっています。AWS リージョンリ
ソース共有を含むのサービスエンドポイントを使用する必要があります。

$ aws ram list-principals \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner SELF
{ 
    "principals": [ 
        { 
            "id": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-a1b2c3dr", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/
a477f3b2-4001-4dcb-bd54-7c8d23b4f07d", 
            "creationTime": "2021-09-14T20:40:58.532000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-14T20:40:59.610000-07:00", 
            "external": false 
        }, 
        { 
            "id": "111111111111", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/6405fa7c-0786-4e15-8c9f-8aec02802f18", 
            "creationTime": "2021-09-15T15:00:31.601000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-15T15:14:13.618000-07:00", 
            "external": true 
        } 
    ]
}

AWS RAM 内のリソース共有の削除
リソース共有はいつでも削除できます。リソース共有を削除すると、そのリソース共有 に関連付けられて
いたすべてのプリンシパルが共有リソースにアクセスできなくなります。リソース共有を削除しても、リ
ソースは削除されません。

AWSリソースを削除するには

AWSリソース共有に含めたリソースを削除する必要がある場合は、まず、そのリソースを含むす
べてのリソース共有からリソースを削除するか、AWSリソース共有を削除することをお勧めしま
す。

削除されたリソース共有は、削除後しばらくは AWS RAM コンソールに表示されたままになりますが、そ
のステータスは Deleted に変わります。

Console

リソース共有を削除するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared by me : Resource shares] (自分が共有: リソース共有) ページを
開きます。
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2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、AWS リージョンを米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) に設定
する必要があります。グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグ
ローバル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)。

3. 削除したいリソース共有を選択します。

Warning

リソース共有を適切に選択したことを確認してください。削除したリソースを回復する
ことはできません。

4. [Delete] (削除) を選択し、確認メッセージに応答して [Delete] (削除) を選択します。
5. 削除されたリソース共有は 2 時間後に消えます。それまでは、削除済みステータスでコンソール

に表示されたままです。

AWS CLI

リソース共有を削除するには

delete-resource-shareコマンドを使用すると、不要になったリソース共有を削除できます。

次の例では、まず、get-resource-sharesコマンドを実行して、削除したいリソース共有の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を取得します。次に、delete-resource-shareを使用して指定されたリソース共有
を削除します。

$  aws ram get-resource-shares \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner SELF
{ 
    "resourceShares": [ 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425", 
            "name": "MySubnetShare", 
            "owningAccountId": "123456789012", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-10T15:38:54.449000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        } 
    ]
}
$ aws ram delete-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/2ebe77d7-4156-4a93-87a4-228568d04425
{ 
    "returnValue": true
}

共有している AWS リソースにアクセスする
AWS Resource Access Manager(AWS RAM) を使用すると、自分が追加された先のリソース共有、アクセ
スできる共有リソース、AWS アカウントリソースを自分と共有しているリソースを自分と共有している共
有リソースを表示できます。共有リソースへのアクセスが不要になったら、リソース共有を終了すること
もできます。
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内容
• リソース共有への招待の受け入れと拒否 (p. 42)
• 共有しているリソース共有の表示 (p. 44)
• 自分が共有先になっているリソースの表示 (p. 46)
• 共有相手のプリンシパルの表示 (p. 47)
• リソース共有の終了 (p. 48)

リソース共有への招待の受け入れと拒否
共有リソースにアクセスするには、リソース共有の所有者に自分をプリンシパルとして追加してもらう必
要があります。所有者は、次のいずれかをプリンシパルとしてリソース共有に追加できます。

• アカウントが所属している組織
• アカウントを含む組織単位 (OU)
• あなたの個人アカウント
• サポートされているリソースタイプについては、特定の IAM ロールまたはユーザー

AWS アカウント自分がで組織内のを介してリソース共有に追加されAWS Organizations、組織内の共有が
有効になっていれば、招待を受けなくても自動的に共有リソースにアクセスできるようになります。アク
セス権を取得したアカウントが後で組織から削除されると、そのアカウントのすべてのプリンシパルは、
そのリソース共有を通じてアクセスされたリソースに自動的にアクセスできなくなります。

以下のいずれかによって自分がリソース共有に追加された場合、リソース共有に参加するための招待状を
受け取ります。

• AWS Organizations の組織外のアカウント
• 組織内のアカウント (AWS Organizations との共有が有効になっていない場合)

リソース共有の招待状を受け取った場合、共有リソースへのアクセス権を得るには、その招待を受け入れ
る必要があります。招待を辞退した場合、共有リソースにアクセスすることはできません。

以下のリソースタイプについては、7 日以内に以下のリソースタイプの共有への招待を承諾する必要があ
ります。期限切れとなって招待を受け入れない場合、自動的に辞退したことになります。

Important

以下のリストにない共有リソースタイプについては、12 時間以内に招待を承諾してリソース共有
に参加してください。12 時間後に招待を承諾しようとすると、RAM は招待の処理に失敗し、元
のアカウントはリソースを再度共有して新しい招待を生成する必要があります。

• Amazon Aurora — DB クラスター
• Amazon EC2 — キャパシティ予約と専用ホスト
• AWS License Manager— ライセンス構成
• AWS Outposts— ローカルゲートウェイのルートテーブル、アウトポスト、サイト
• Amazon Route (Amazon Route)
• Amazon VPC — 顧客所有の IPv4 アドレス、プレフィックスリスト、サブネット、トラフィックミラー

ターゲット、トランジットゲートウェイ、トランジットゲートウェイマルチキャストドメイン

42



AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
招待の受け入れと拒否

Console

リソース共有の招待に応答するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared with me : Resource shares] (自分と共有: リソース共有) に移動
します。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、米国東部 (バージニア北部) に設定する必要があります。AWS リー
ジョンus-east-1グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグロー
バル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)。

3. 自分が追加された先のリソース共有のリストを見直します。

[Status] (ステータス) 列は、リソース共有の現在の参加ステータスを示します。Pending ステー
タスは、受信者がリソース共有に追加されたけれども招待を受け入れても拒否してもいないこと
を示します。

4. リソース共有の招待に応答するには、リソース共有 ID を選択し、[Accept resource share] (リ
ソース共有を承諾する) または [Reject resource share] (リソース共有を拒否する) を選択します。
招待を拒否すると、リソースにアクセスできなくなります。招待を受け入れると、リソースにア
クセスできます。

AWS CLI

リソース共有の招待に応答するには

以下のコマンドを使用して、リソース共有への招待を受け入れるか拒否できます。

• get-resource-share-invitations
• accept-resource-share-invitation
• reject-resource-share-invitation

1. 次の例では、get-resource-share-invitationsまずコマンドを使用して、ユーザーので利用
可能なすべての招待のリストを取得しますAWS アカウント。AWS CLI query パラメータ
を付けると、status が PENDING に設定されている招待状のみに出力を制限できます。
この例では、アカウント 11111111 から送られた 1 通の招待状が、指定されたアカウント
のPENDING123456789012現在のアカウントに対して現在招待を受けていることを示しています
AWS リージョン。

$ aws ram get-resource-share-invitations \ 
    --region us-east-1 \ 
    --query 'resourceShareInvitations[?status==`PENDING`]'
{ 
    "resourceShareInvitations": [ 
        { 
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-
east-1:111111111111:resource-share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49", 
            "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37", 
            "senderAccountId": "111111111111", 
            "receiverAccountId": "123456789012", 
            "invitationTimestamp": "2021-09-21T08:56:24.977000-07:00", 
            "status": "PENDING" 
        } 
    ]
}
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2. 受け入れたい招待状が見つかったら、次のコマンドで承諾できるように出力の
resourceShareInvitationArn を書き留めます。

$ aws ram accept-resource-share-invitation \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49
{ 
    "resourceShareInvitation": { 
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49", 
        "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share", 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37", 
        "senderAccountId": "111111111111", 
        "receiverAccountId": "123456789012", 
        "invitationTimestamp": "2021-09-21T09:18:24.545000-07:00", 
        "status": "ACCEPTED" 
    }
}

成功した場合、status が PENDING から ACCEPTED に変わったというレスポンスが示されます。

代わりに、招待を拒否したければ、reject-resource-share-invitation同じパラメータを付けて

$ aws ram reject-resource-share-invitation \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share-
invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49
{ 
    "resourceShareInvitation": { 
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share-invitation/3b3bc051-fbf6-4336-8377-06c559dfee49", 
        "resourceShareName": "Test TrngAcct Resource Share", 
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37", 
        "senderAccountId": "111111111111", 
        "receiverAccountId": "123456789012", 
        "invitationTimestamp": "2021-09-21T09:18:24.545000-07:00", 
        "status": "REJECTED" 
    }
}

共有しているリソース共有の表示
アクセスできるリソース共有を表示できます。どのプリンシパルが自分どリソースを共有しているのかが
わかります。

Console

リソース共有を表示するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared with me : Resource shares] (自分と共有: リソース共有) に移動
します。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
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リソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源
の共有 (p. 24)。

3. (オプション) フィルタを適用して特定の共有リソースを見つけます。複数のフィルタを適用して
検索を絞り込むことができます。リソース共有名の一部などのキーワードを入力すると、その
キーワードが名前に含まれるリソース共有のみを一覧表示できます。テキストボックスを選択す
ると、推奨される属性フィールドのドロップダウンリストが表示されます。いずれかを選択して
から、そのフィールドで選択可能な値をリストから選択できます。他の属性やキーワードを追加
しながら目的のリソースが見つかるまで続けてください。

4. AWS RAM コンソールには、以下の情報が表示されます。

• [Name] (名前) — リソース共有の名前。
• [ID] — リソース共有の ID。ID を選択すると、リソース共有の詳細ページが表示されます。
• [Owner] (所有者) — リソース共有を作成した AWS アカウント のID。
• [Status] (ステータス) — リソース共有の現在のステータス。可能な値は以下のとおりです。

• Active — リソース共有がアクティブで利用可能です。
• Deleted — リソース共有が削除され、使用できなくなりました。
• Pending — リソース共有の承諾を求める招待が応答待ちです。

AWS CLI

リソース共有を表示するには

get-resource-shares--resource-ownerパラメータをに設定したコマンドを使用してくださ
いOTHER-ACCOUNTS。

次の例は、指定されたリソース共有で、AWS リージョンAWS アカウント他のユーザーが呼び出し元
アカウントと共有しているリソース共有のリストです。

$ aws ram get-resource-shares \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{ 
    "resourceShares": [ 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e", 
            "name": "Prod Env Shared Licenses", 
            "owningAccountId": "111111111111", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        }, 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:222222222222:resource-share/
c4506c70-df75-4e6c-ac30-42ca03295a37", 
            "name": "Prod Env Shared Subnets", 
            "owningAccountId": "222222222222", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-21T08:56:24.737000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:56:24.737000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        } 
    ]
}
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自分が共有先になっているリソースの表示
アクセスできる共有リソースが表示されます。どのプリンシパルが自分とリソースを共有していて、どの
リソース共有にそのリソースが含まれているかがわかります。

Console

自分が共有先になっているリソースを表示するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared with me : Shared resources] (自分と共有: 共有リソース) に移動
します。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
リソースの共有の詳細については、」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源の
共有 (p. 24)。

3. フィルタを適用して特定の共有リソースを見つけます。複数のフィルタを適用して検索を絞り込
むことができます。

4. 次の情報が利用可能です。

• [Resource ID] (リソース ID) — リソースの ID。サービスコンソールに表示するリソースの ID 
を選択します。

• [Resource type] (リソースタイプ) — リソースのタイプ。
• [Last share date] (最終共有日) - リソースを共有した日付。
• [Resource shares] (リソース共有) — リソースが含まれるリソース共有の数。共有リソースを表

示するための値を選択します。
• [Owner ID] (所有者 ID) — リソースを所有しているプリンシパルの ID。

AWS CLI

自分が共有先になっているリソースを表示するには

list-resources コマンドを使用して、共有しているリソースを表示できます。

次のコマンド例では、AWS リージョン別のリソース共有から指定されたリソース共有を介してアクセ
ス可能なリソースの詳細を表示しますAWS アカウント。

$ aws ram list-resources \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{ 
    "resources": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:license-manager:us-east-1:111111111111:license-
configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e9242ab143", 
            "type": "license-manager:LicenseConfiguration", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e", 
            "status": "AVAILABLE", 
            "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:42.517000-07:00" 
        } 
    ]
}
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共有相手のプリンシパルの表示
リソースを共有しているすべてのプリンシパルのリストを表示できます。共有されているリソースおよび
リソース共有を確認できます。

Console

リソースを共有しているすべてのプリンシパルのリストを表示するには

1. AWS RAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ram) を開きます。
2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ

プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
リソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源
の共有 (p. 24)。

3. ナビゲーションペインで、[Shared with me] (自分と共有)、[Principals] (プリンシパル) の順に選択
します。

4. (オプション) フィルタを適用して特定のプリンシパルを検索できます。複数のフィルタを適用し
て検索を絞り込むことができます。

5. コンソールには、以下の情報が表示されます。

• [Principal ID] (プリンシパル ID) - 自分の共有相手のプリンシパルの ID。
• [Resource shares] (リソース共有) — プリンシパルが自分を追加したリソース共有の数。番号を

選択すると、リソース共有のリストが表示されます。
• [Resources] (リソース) - プリンシパルと共有しているリソースの件数。リソースのリストを表

示する値を選択します。

AWS CLI

リソースを共有しているすべてのプリンシパルのリストを表示するには

list-principals コマンドを使用すると、AWS アカウント とリソースを共有しているプリンシパルのリ
ストを取得できます。

次のコマンド例では、AWS アカウント指定されたオペレーションの呼び出しに使用されたアカウント
とリソース共有を共有したに関する詳細を表示しますAWS リージョン。

$  aws ram list-principals \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{ 
    "principals": [ 
        { 
            "id": "111111111111", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e", 
            "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-21T09:06:25.545000-07:00", 
            "external": true 
        } 
    ]
}
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リソース共有の終了
自分が共有先になっているリソースにアクセスする必要がなくなった場合は、いつでもをリソース共有を
終了できます。リソース共有を終了すると、共有リソースにアクセスする権利を失います。

リソース共有を終了するための前提条件
• リソース共有を残すことができるのは、AWS アカウントそれが個人として共有され、組織内で共有され

ていない場合のみです。自分が組織内の AWS アカウント によって追加され、AWS Organizations との
共有が有効になっている場合、リソース共有を終了することはできません。組織内のリソース共有への
アクセスは自動です。

• リソース共有を終了するには、リソース共有が空であるか、または共有の終了をサポートするリソース
タイプのみが含まれていることを確認します。

以下のリソースタイプは、リソース共有の終了をサポートしません。リソース共有に共有アクセス許可
を持つユーザーからプリンシパルを削除するように依頼してください。

サービス リソースタイプ

AWS App Mesh appmesh:Mesh

AWS Private Certificate Authority acm-pca:CertificateAuthority

AWS CodeBuild codebuild:Project

codebuild:ReportGroup

EC2 Image Builder imagebuilder:Component

imagebuilder:ContainerRecipe

imagebuilder:Image

imagebuilder:ImageRecipe

AWS Glue glue:Catalog

glue:Database

glue:Table

AWS Network Firewall network-firewall:FirewallPolicy

network-firewall:StatefulRuleGroup

network-firewall:StatelessRuleGroup

AWS Resource Groups resource-groups:Group

Amazon Route 53 route53resolver:FirewallRuleGroup

route53resolver:ResolverQueryLogConfig

AWS Systems Manager Incident Manager ssm-contacts:Contact

ssm-incidents:ResponsePlan
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リソース共有を終了するには
Console

リソース共有を終了するには

1. AWS RAM コンソールで [Shared with me : Resource shares] (自分と共有: リソース共有) に移動
します。

2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ
プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、「」を参照してください。AWS リージョンus-east-1グローバル
リソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグローバル資源と比較した地域資源
の共有 (p. 24)。

3. 終了したいリソース共有を選択します。
4. [Leave resource share] (リソース共有の終了) を選択し、確認ダイアログボックスで [Leave] (終了

する) を選択します。

AWS CLI

リソース共有を終了するには

disassociate-resource-shareコマンドを使用してリソース共有を残すことができます。

以下のコマンド例では、コマンドを呼び出した AWS アカウント は、ARN で指定されたリソース共有
で共有されているリソースへのアクセス権を失います。AWS リージョン終了したいリソース共有を含
むサービスエンドポイントにリクエストを送信する必要があります。

1. まず、リソース共有リストを取得し、終了したいリソース共有の ARN を取得します。

$ aws ram get-resource-shares \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
{ 
    "resourceShares": [ 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e", 
            "name": "Prod Environment Shared Licenses", 
            "owningAccountId": "111111111111", 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "status": "ACTIVE", 
            "creationTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-09-21T08:50:41.308000-07:00", 
            "featureSet": "STANDARD" 
        } 
    ]
}

2. 次いで、コマンドを実行して、リソース共有を終了します。アカウント 123456789012 が共
有している指定されたリソース共有から関連付けを解除するには、自分のアカウント ID である
111111111111 をプリンシパルとして指定する必要があります。

$ aws ram disassociate-resource-share \ 
    --region us-east-1 \ 
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e \ 
    --principals 123456789012 
                        { 
    "resourceShareAssociations": [ 
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        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111111111111:resource-
share/8b831ba0-63df-4608-be3c-19096b1ee16e", 
            "associatedEntity": "123456789012", 
            "associationType": "PRINCIPAL", 
            "status": "DISASSOCIATING", 
            "external": false 
        } 
    ]
}

AWS リソースのアベイラビリティーゾーン ID
AWSは、物理アベイラビリティーゾーンをごとのアベイラビリティーゾーン名にランダムにAWS アカウ
ントマップします。このアプローチは、AWS リージョン 内のアベイラビリティーゾーンにリソースを
分散するうえで役立ち、各リージョンのアベイラビリティーゾーン「a」にリソースが集中しなくてすみ
ます。その結果、自分の AWS アカウントのアベイラビリティーゾーン us-east-1a が、異なる AWS 
アカウントについては us-east-1a と同じ物理的な場所を表さない可能性があります。詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「リージョンとアベイラビリティゾーン」を参照してください。

次の図は、アベイラビリティーゾーン名のマッピングがアカウントごとに異なる場合があっても各アカウ
ントの AZ ID が同じになる様子を示しています。

一部のリソースについては、AWS リージョン のみでなくアベイラビリティーゾーンの識別も必要です。
例えば、Amazon VPC サブネットなどです。単一のアカウント内では、特定の名前へのアベイラビリ
ティーゾーンのマッピングは重要ではありません。しかし、AWS RAM を使用して他の AWS アカウント 
とリソースを共有しようとする場合、マッピングは重要です。このランダムなマッピングにより、共有リ
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ソースにアクセスしようとするアカウントには、どのアベイラビリティーゾーンを参照すべきかがわから
なくなります。その一助として、このようなリソースについては、アカウントに関係するリソースの実際
の場所を AZ ID で特定することもできます。AZ ID は、すべての AWS アカウント にわたる同じアベイラ
ビリティーゾーンを一貫して示す一意の識別子です。例えば、use1-az1 は us-east-1 リージョン内の
アベイラビリティーゾーン ID であり、どの AWS アカウントでも同じ物理的な場所を表します。

AZ ID を使用すると、アカウント間でリソースの場所を区別できます。例えば、AZ ID use1-az2 のアベ
イラビリティーゾーンにあるサブネットを別のアカウントと共有する場合、このサブネットは AZ ID が同
じく use1-az2 であるアベイラビリティーゾーンのそのアカウントでも利用できます。各サブネットの 
AZ ID は、Amazon VPC コンソールに表示され、AWS CLI を使用してクエリできます。

Console

アカウントのアベイラビリティーゾーンの AZ ID を表示するには

1. AWS RAMコンソールのコンソールページに移動します。AWS RAM
2. [Your AZ ID] (お客様の AZ ID) の下に現在の AWS リージョン に関する AZ ID が表示されます。

AWS CLI

アカウントのアベイラビリティーゾーンの AZ ID を表示するには

次のコマンド例では、us-west-2 リージョン内のアベイラビリティーゾーンの AZ ID とそれらが呼び
出し側の AWS アカウント にどうマップされるかを示します。

$ aws ec2 describe-availability-zones \ 
    --region us-west-2
{ 
    "AvailabilityZones": [ 
        { 
            "State": "available", 
            "OptInStatus": "opt-in-not-required", 
            "Messages": [], 
            "RegionName": "us-west-2", 
            "ZoneName": "us-west-2a", 
            "ZoneId": "usw2-az2", 
            "GroupName": "us-west-2", 
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2", 
            "ZoneType": "availability-zone" 
        }, 
        { 
            "State": "available", 
            "OptInStatus": "opt-in-not-required", 
            "Messages": [], 
            "RegionName": "us-west-2", 
            "ZoneName": "us-west-2b", 
            "ZoneId": "usw2-az1", 
            "GroupName": "us-west-2", 
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2", 
            "ZoneType": "availability-zone" 
        }, 
        { 
            "State": "available", 
            "OptInStatus": "opt-in-not-required", 
            "Messages": [], 
            "RegionName": "us-west-2", 
            "ZoneName": "us-west-2c", 
            "ZoneId": "usw2-az3", 
            "GroupName": "us-west-2", 
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2", 
            "ZoneType": "availability-zone" 
        }, 
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        { 
            "State": "available", 
            "OptInStatus": "opt-in-not-required", 
            "Messages": [], 
            "RegionName": "us-west-2", 
            "ZoneName": "us-west-2d", 
            "ZoneId": "usw2-az4", 
            "GroupName": "us-west-2", 
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2", 
            "ZoneType": "availability-zone" 
        } 
    ]
}
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AWS App Mesh

共有可能な AWS リソース
AWS Resource Access Manager(AWS RAM) を使用すると、他のユーザーが作成および管理するリ
ソースを共有できますAWS のサービス。リソースは個々の AWS アカウント と共有できます。AWS 
Organizations において組織または組織単位 (OU) 内のアカウントとリソースを共有することもできま
す。サポートされている一部のリソースタイプについては、組織内で個々の AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールまたはユーザーともリソースを共有できます。

以下のセクションでは、AWS のサービスを使用して共有できるリソースタイプをグループ別に一覧表示し
ますAWS RAM。表の列には、各リソースタイプがサポートする機能が指定されています。

IAM ユーザー
やロールと共
有できる

はい。このタイプのリソースは、アカウントだけでなく、個人
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールやユーザー
と共有できます。

いいえ。このタイプのリソースはアカウントのみと共有できま
す。

組織外のアカ
ウントと共有
できる

はい。このタイプのリソースは、組織の内外を問わず、どの個
人アカウントとも共有できます。

いいえ。このタイプのリソースは、同じ組織のメンバーである
アカウントとのみ共有できます。

カスタマー管
理権限を使用
できます

AWS RAMAWSでサポートされているすべてのリソースタイプが
管理権限をサポートしていますが、この列に「はい」が表示され
ている場合は、このリソースタイプでもカスタマー管理権限がサ
ポートされていることを意味します。

はい — このタイプのリソースは、カスタマー管理権限の使用
をサポートします。

いいえ — このタイプのリソースは、カスタマー管理権限の使
用をサポートしていません。

AWS App Mesh
AWS RAM を使用して、以下の AWS App Mesh リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

[Mesh] (メッシュ)

appmesh:Mesh

メッシュを一元的に作成して
管理し、他の AWS アカウン
ト または自分の組織と共有し
ます。共有メッシュでは、異
なる AWS アカウント によっ
て作成されたリソースが同じ
メッシュ内で互いに通信する

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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Amazon Aurora

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ことができます。詳細につい
ては、 AWS App Mesh ユー
ザーガイドの「共有メッシュ
の使用」を参照してくださ
い。

Amazon Aurora
AWS RAM を使用して、以下の Amazon Aurora リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

DB クラスター

rds:Cluster

DB クラスターを一元的に作成
して管理し、他の AWS アカ
ウント または自分の組織と共
有します。これにより、複数
の AWS アカウント が 1 つの
一元的な共有マネージド DB 
クラスターのクローンを作成
できます。詳細については、
Amazon Aurora ユーザーガイ
ドの「AWS RAM と Amazon 
Aurora によるクロスアカウン
トのクローン作成」を参照し
てください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

AWS Private Certificate Authority
AWS RAM を使用して、以下の AWS Private CA リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Private certificate 
Authority (CA)

acm-
pca:CertificateAuthority

組織の内部パブリックキーイ
ンフラストラクチャ (PKI) 用
の Private Certificate Authority 
(CA) を作成して管理し、それ
らの CA を他の AWS アカウ
ント または自分の組織と共有
します。これにより、他のア
カウント内のAWS Certificate 
Manager ユーザーが共有 CA 

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS CodeBuild

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

によって署名された X.509 
証明書を発行できます。詳
細については、AWS Private 
Certificate Authority ユーザー
ガイド の「プライベート CA 
へのアクセスの設定」を参照
してください。

AWS CodeBuild
AWS RAM を使用して、以下の AWS CodeBuild リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

プロジェクト

codebuild:Project

プロジェクトを作成し、それ
を使用してビルドを実行しま
す。プロジェクトを他の AWS 
アカウント または自分の組織
と共有します。これにより、
複数の AWS アカウント およ
びユーザーがプロジェクトに
関する情報を表示してそのビ
ルドを分析できます。詳細に
ついては、AWS CodeBuild 
ユーザーガイドの「共有プロ
ジェクトの使用」を参照して
ください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

レポートグループ

codebuild:ReportGroup

レポートグループを作成し、
プロジェクトを構築する際
にレポートの作成に使用し
ます。レポートグループを他
の AWS アカウント または
自分の組織と共有します。こ
れにより、複数の AWS アカ
ウント およびユーザーが、
レポートグループとそのレ
ポートならびに各レポートの
テストケースの結果を表示で
きます。レポートを表示でき
る期限は作成後 30 日まであ
り、それを過ぎると表示でき
なくなります。詳細について
は、AWS CodeBuild ユーザー
ガイドの「共有プロジェクト
の使用」を参照してくださ
い。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい
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Amazon EC2

Amazon EC2
AWS RAM を使用して、以下の Amazon EC2 リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

キャパシティ予約

ec2:CapacityReservation

キャパシティ予約を一元的に
作成して管理し、他の AWS 
アカウント または自分の組織
と共有します。これにより、
複数の AWS アカウント がそ
れらの Amazon EC2 インスタ
ンスを一元管理されたリザー
ブドキャパシティで起動でき
ます。詳細については、Linux 
インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドの「共有キャ
パシティー予約の使用」を参
照してください。

Important

キャパシティ予約を
共有するための前提
条件をすべて満たし
ていない場合、共有
操作が失敗する可能
性があります。この
場合、ユーザーがそ
のキャパシティ予約
で Amazon EC2 イ
ンスタンスを起動し
ようとすると、その
インスタンスはオン
デマンドインスタン
スとして起動される
ため、コストが高く
なる可能性がありま
す。Amazon EC2 コ
ンソールで共有キャ
パシティの予約を
表示して、アクセ
スできることを確認
することをお勧めし
ます。また、障害が
発生したリソース共
有を監視して、ユー
ザーがインスタンス
を起動してコストを
増加させる前に是正
措置を講じることが
できます。詳細につ
いては、「例:リソー

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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EC2 Image Builder

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ス共有障害に関する
アラート (p. 103)」
を参照してくださ
い。

Dedicated Hosts

ec2:DedicatedHost

Amazon EC2 専用ホストを
一元的に割り当てて管理し、
ホストのインスタンス容量を
他の AWS アカウント または
自分の組織と共有します。こ
れにより、複数の AWS アカ
ウント がそれらの Amazon 
EC2 インスタンスを一元管
理されたマネージド専用ホス
トで起動できます。詳細につ
いては、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「共有専用ホストの使
用」を参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

プレイスメントグルー
プ

ec2:PlacementGroup

所有しているプレイスメント
グループを組織内外を問わず
AWS アカウント、組織全体
で共有します。Amazon EC2 
インスタンスは、共有してい
るどのアカウントからでも、
共有プレイスメントグループ
で起動できます。詳細につい
ては、Amazon EC2 Linux イ
ンスタンス用ユーザーガイド
の「プレイスメントグループ
を共有する」を参照してくだ
さい。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

EC2 Image Builder
AWS RAM を使用して、以下の EC2 Image Builder リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

コンポーネント

imagebuilder:Component

コンポーネントを一元的に作
成して管理し、他の AWS ア
カウント または自分の組織
と共有します。イメージレシ
ピで事前定義されたビルドお
よびテストコンポーネントを
使用できるユーザーを管理し

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい
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AWS Glue

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ます。詳細については、EC2 
Image Builder ユーザーガイ
ドの「EC2 Image Builder リ
ソースの共有」を参照してく
ださい。

コンテナレシピ

imagebuilder:ContainerRecipe

コンテナレシピを一元的に作
成して管理し、他の AWS ア
カウント または自分の組織と
共有します。これにより、事
前定義されたドキュメントを
使用してコンテナイメージビ
ルドを複製できるユーザーを
管理できます。詳細について
は、EC2 Image Builder ユー
ザーガイドの「EC2 Image 
Builder リソースの共有」を参
照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

イメージ

imagebuilder:Image

ゴールデンイメージを一元
的に作成して管理し、他の 
AWS アカウント または自分
の組織と共有します。EC2 
Image Builder で作成された
イメージを組織間で使用でき
るユーザーを管理します。詳
細については、EC2 Image 
Builder ユーザーガイドの
「EC2 Image Builder リソー
スの共有」を参照してくださ
い。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

イメージのレシピ

imagebuilder:ImageRecipe

イメージレシピを一元的に作
成して管理し、他の AWS ア
カウント または自分の組織
と共有します。これにより、
事前定義されたドキュメント
を使用して AMI ビルドを複
製できるユーザーを管理でき
ます。詳細については、EC2 
Image Builder ユーザーガイ
ドの「EC2 Image Builder リ
ソースの共有」を参照してく
ださい。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

AWS Glue
AWS RAM を使用して、以下の AWS Glue リソースを共有できます。
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Glue

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

データカタログ

glue:Catalog

一元的なデータカタログデー
タベースを管理し、データ
ベースとテーブルに関するメ
タデータに関する他の AWS 
アカウント または自分の組織
と共有します。これにより、
ユーザーは複数のアカウン
トにわたるデータにクエリを
実行できます。詳細について
は、AWS Lake Formationデ
ベロッパーガイド「AWS ア
カウント間のデータカタログ
のテーブルおよびデータベー
スの共有」を参照してくださ
い。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

データベース

glue:Database

データカタログデータベース
を一元的に作成して管理し、
他の AWS アカウント また
は自分の組織と共有します。
データベースは、データカタ
ログテーブルの集まりです。
これにより、ユーザーは複数
のアカウント間でデータを結
合およびクエリできる抽出、
変換、ロード (ETL) のジョ
ブを実行できるようになりま
す。詳細については、AWS 
Lake Formationデベロッパー
ガイド「AWS アカウント間の
データカタログのテーブルお
よびデータベースの共有」を
参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

テーブル

glue:Table

データカタログテーブルを一
元的に作成して管理し、他
の AWS アカウント または
自分の組織と共有します。
データカタログテーブルに
は、Amazon S3、JDBC デー
タソース、Amazon Redshift、
ストリーミングソース、およ
びその他のデータストア内
のデータテーブルに関するメ
タデータが含まれています。
これにより、ユーザーは、
複数のアカウント間でデータ
を結合およびクエリできる 
ETL ジョブを実行できます。
詳細については、AWS Lake 
Formationデベロッパーガイ
ド「AWS アカウント間のデー

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS License Manager

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

タカタログのテーブルおよび
データベースの共有」を参照
してください。

AWS License Manager
AWS RAM を使用して、以下の AWS License Manager リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ライセンス設定

license-
manager:LicenseConfiguration

ライセンス設定を一元的に作
成して管理し、それらを他の 
AWS アカウント または自分
の組織と共有します。これに
より、複数の AWS アカウン
ト 間でエンタープライズ契約
の条項に基づいて、一元管理
されたライセンスルールを一
元的に施行できます。詳細に
ついては、License Manager 
ユーザーガイドの「License 
Manager でのライセンス設
定」を参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

AWS Marketplace
AWS RAM を使用して、以下の AWS Marketplace リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Marketplace カタログ
エンティティ

aws-
marketplace:Entity

AWS アカウントエンティティ
を社内で作成、管理、AWS 
Marketplace共有できま
す。詳細については、AWS 
RAMAWS Marketplace 
Catalog APIリファレンス
の「リソース共有」を参照し
てください。

AWS Organizations現時点で
は、AWS Marketplaceリソー

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Migration Hub Refactor Spaces

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

スを共有することはできませ
ん。

AWS Migration Hub Refactor Spaces
AWS RAM を使用して、以下の AWS Migration Hub Refactor Spaces リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

リファクタリングス
ペース環境

refactor-
spaces:Environment

リファクタリングスペース環
境を作成し、それを使用し
てリファクタリングスペース
アプリケーションを格納しま
す。AWS アカウント環境を
組織内の他のアカウントまた
はすべてのアカウントと共有
します。これによりAWS ア
カウント、複数のおよびユー
ザーが環境およびその中の
アプリケーションに関する情
報を表示できます。詳細につ
いては、AWS Migration Hub 
Refactor Spacesユーザーガ
イドの「AWS RAMリファク
タースペース環境の共有の使
用」を参照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

AWS Network Firewall
AWS RAM を使用して、以下の AWS Network Firewall リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ファイアウォールポリ
シー

network-
firewall:FirewallPolicy

ファイアウォールポリシーを
一元的に作成して管理し、他
の AWS アカウント または自
分の組織と共有します。これ
により、組織内の複数のアカ
ウントが、共通のネットワー
クモニタリング、保護、およ

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Outposts

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

びフィルタリング動作を共有
できるようになります。詳細
については、AWS Network 
Firewallデベロッパーガイドの
「ファイアウォールポリシー
とルールグループの共有」を
参照してください。

ルールグループ

network-
firewall:StatefulRuleGroup

network-
firewall:StatelessRuleGroup

ステートレスおよびステート
フルルールグループを一元
的に作成して管理し、他の 
AWS アカウント または自分
の組織と共有します。これに
より、AWS Organizations 内
の組織内の複数のアカウント
が、ネットワークトラフィッ
クを検査および処理するため
の条件セットを共有できるよ
うになります。詳細について
は、AWS Network Firewallデ
ベロッパーガイドの「ファイ
アウォールポリシーとルール
グループの共有」を参照して
ください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

AWS Outposts
AWS RAM を使用して、以下の AWS Outposts リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Outposts

outposts:Outpost

Outposts を一元的に作成して
管理し、他の AWS アカウン
ト または自分の組織と共有し
ます。これにより、複数のア
カウントが、一元管理された
共有 Outposts にサブネット
と EBS ボリュームを作成でき
ます。詳細については、AWS 
ユーザーガイドの「共有 AWS 
Outposts Outposts リソースの
使用」を参照してください。

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

はい

ローカルゲートウェイ
ルートテーブル

ec2:LocalGatewayRouteTable

ローカルゲートウェイへの 
VPC 関連付けを一元的に作成
して管理し、他の AWS アカ

いいえ いいえ いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
Amazon S3 on Outposts

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ウント または自分の組織と共
有します。これにより、複数
のアカウントがローカルゲー
トウェイへの VPC アソシエー
ションを作成してルートテー
ブルと仮想インターフェイス
の設定を表示できます。詳細
については、AWS Outposts 
ユーザーガイドの「共有可能
な Outpost リソース」を参照
してください。

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

サイト

outposts:Site

Outpost サイトを一元的に作
成して管理し、他の AWS ア
カウント または自分の組織
と共有します。これにより、
複数のアカウントが共有サ
イトで Outposts を作成して
管理でき、Outpost リソース
とサイトの間で分割制御が
サポートされます。詳細に
ついては、AWS ユーザーガ
イドの「共有 AWS Outposts 
Outposts リソースの使用」を
参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

Amazon S3 on Outposts
AWS RAM を使用して、以下の Amazon S3 on Outposts リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

S3 on Outpost

s3-
outposts:Outpost

Outpost で Amazon S3 バケッ
ト、アクセスポイント、エ
ンドポイントを作成および
管理します。これにより、
複数のアカウントが共有サ
イトで Outposts を作成して
管理でき、Outpost リソース
とサイトの間で分割制御が
サポートされます。詳細に
ついては、AWS ユーザーガ
イドの「共有 AWS Outposts 
Outposts リソースの使用」を
参照してください。

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

はい
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Resource Groups

AWS Resource Groups
AWS RAM を使用して、以下の AWS Resource Groups リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Resource Groups

resource-
groups:Group

ホストリソースグループを一
元的に作成して管理し、他
の AWS アカウント または
自分の組織と共有します。
これにより、AWS License 
Manager を使用して作成さ
れた Amazon EC2 Dedicated 
Hosts のグループを複数の 
AWS アカウント が 共有でき
ます。詳細については、AWS 
License Manager ユーザー
ガイドの「AWS License 
Manager のホストリソース
グループ」を参照してくださ
い。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

Amazon Route 53
AWS RAM を使用して、以下の Amazon Route 53 リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Route 53 Resolver 
DNS Firewall ルール
グループ

route53resolver:FirewallRuleGroup

Route 53 Resolver DNS 
Firewall ルールグループを一
元的に作成して管理し、他
の AWS アカウント または
自分の組織と共有します。こ
れにより、複数のアカウント
が、Route 53 リゾルバを介
してアウトバウンド DNS ク
エリを検査および処理するた
めの条件セットを共有できる
ようになります。詳細につい
ては、Amazon Route 53 デベ
ロッパーガイドの「AWS アカ
ウント アカウント間で Route 
53 Resolver DNS Firewall ルー
ルグループを共有する」を参
照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

64

https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/host-resource-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/host-resource-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/host-resource-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-dns-firewall-rule-group-sharing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-dns-firewall-rule-group-sharing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-dns-firewall-rule-group-sharing.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-dns-firewall-rule-group-sharing.html


AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
アマゾン SageMaker

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

転送ルール

route53resolver:ResolverRule

転送ルールを一元的に作成し
て管理し、他の AWS アカウ
ント または自分の組織と共
有します。これにより、複数
のアカウントが、仮想プライ
ベートクラウド (VPC) から、
一元管理された共有リゾル
バールールで定義された送信
先 IP アドレスに DNS クエリ
を転送できます。詳細につい
ては、Amazon Route 53 デベ
ロッパーガイドの「他の AWS 
アカウント アカウントとの
転送ルールの共有と共有ルー
ルの使用」を参照してくださ
い。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

ログのクエリ

route53resolver:ResolverQueryLogConfig

クエリログを一元的に作成し
て管理し、他の AWS アカウ
ント または自分の組織と共有
します。これにより、複数の 
AWS アカウント が、VPC で
発生した DNS クエリを一元
的にクエリログに記録できる
ようになります。詳細につい
ては、Amazon Route 53 デベ
ロッパーガイドの「Resolver 
クエリログ記録設定を他の 
AWS アカウント アカウント
と共有する」を参照してくだ
さい。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

アマゾン SageMaker
を使用して、次の Amazon SageMaker リソースを共有できますAWS RAM。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

系統グループ

sagemaker:LineageGroup

Amazon SageMaker では、パ
イプラインのメタデータの系
統グループを作成して、その
歴史と関係をより深く理解す
ることができます。AWS ア
カウント系統グループを他の
ユーザーまたは組織内のアカ
ウントと共有します。これに

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Service Catalog AppRegistry

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

よりAWS アカウント、複数
のユーザーが系統グループに
関する情報を表示し、系統グ
ループ内の追跡エンティティ
に問い合わせることができま
す。詳細については、Amazon 
SageMaker 開発者ガイドの
「クロスアカウントリネージ
トラッキング」を参照してく
ださい。

SageMaker パイプラ
イン

sagemaker:Pipeline

Amazon SageMaker Model 
Building Pipelines を使用する
と、 end-to-end 機械学習ワー
クフローを大規模に作成、自
動化、管理できます。AWS 
アカウントパイプラインを
他のユーザーや組織内のア
カウントと共有して、機械
学習運用のためのマルチアカ
ウント戦略を実現します。こ
れにより、AWS アカウント
複数のユーザーがパイプライ
ンとその実行に関する情報を
表示でき、オプションで他の
アカウントからパイプライン
を開始、停止、再試行できま
す。詳細については、Amazon 
SageMaker 開発者ガイドの「
SageMaker パイプラインのク
ロスアカウントSupport」を参
照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

AWS Service Catalog AppRegistry
AWS RAM を使用して、以下の AWS Service Catalog AppRegistry リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

アプリケーション

servicecatalog:Application

アプリケーションを作成
し、AWSそれを使用して環
境全体にわたってそのアプ
リケーションに属するリソー
スを追跡します。アプリケー
ションを他のAWS アカウント
または自分の組織と共有しま
す。これによりAWS アカウン

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

はい
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS Systems Manager Incident Manager

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

ト、複数のユーザーがアプリ
ケーションとそれに関連する
リソースに関する情報をロー
カルで表示できます。詳細に
ついては、『Service Catalog 
ユーザーガイド』の「アプリ
ケーションの作成」を参照し
てください。

.

属性グループ

servicecatalog:AttributeGroup

属性グループを作成し、それ
を使用してアプリケーショ
ンに関連するメタデータを
保存します。属性グループを
他のAWS アカウントまたは
自分の組織と共有します。こ
れにより、複数のAWS アカ
ウントおよびユーザーが属性
グループに関する情報を表示
できます。詳細については、
『Service Catalog ユーザーガ
イド』の「属性グループの作
成」を参照してください。

.

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

はい

AWS Systems Manager Incident Manager
AWS RAM を使用して、以下の AWS Systems Manager Incident Manager リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

問い合わせ

ssm-
contacts:Contact

連絡先とエスカレーションプ
ランを一元的に作成して管理
し、連絡先の詳細を他の AWS 
アカウント または自分の組
織と共有します。これによ
り、インシデント中に発生し
たエンゲージメントを多くの 
AWS アカウント が表示でき
ます。詳細については、AWS 
Systems Manager Incident 
Manager ユーザーガイドの
「共有連絡先と対応計画の使
用」を参照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
Amazon VPC

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

対応計画

ssm-
incidents:ResponsePlan

対応計画を一元的に作成し
て管理し、他の AWS アカウ
ント または自分の組織と共
有します。これにより、は 
Amazon CloudWatch のアラー
ムと AmazonAWS アカウント 
EventBridge のイベントルー
ルを対応計画に結び付け、イ
ンシデントの検出時に自動的
にインシデントが作成されま
す。インシデントは、これら
の他の AWS アカウント のメ
トリクスにもアクセスできま
す。詳細については、AWS 
Systems Manager Incident 
Manager ユーザーガイドの
「共有連絡先と対応計画の使
用」を参照してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

Amazon VPC
AWS RAM を使用して、以下の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) リソースを共有できます。

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

カスタマー所有の 
IPv4 アドレス

ec2:CoipPool

AWS Outposts のインストー
ルプロセスにおいて、AWS 
は、提供されるオンプレミス
ネットワークに関する情報に
基づいて、カスタマー所有 IP 
アドレスプールと呼ばれるア
ドレスプールを作成します。

カスタマー所有の IP アドレス 
(CoIP) は、オンプレミスネッ
トワークを介して Outpost サ
ブネット内のリソースへの
ローカル接続または外部接続
を提供します。これらのアド
レスは、Elastic IP アドレス
を使用するか、カスタマー所
有の IP アドレスを自動的に
割り当てるサブネット設定を
使用して、EC2 インスタン
スなどの Outpost 上のリソー
スに割り当てることができ
ます。CoIP の詳細について

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
Amazon VPC

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

は、AWS Outposts ユーザー
ガイドの「カスタマー所有 IP 
アドレス」を参照してくださ
い 。

IPAM (IPAM) プール

ec2:IpamPool

Amazon VPC IP アドレス管
理プールを他の IAM ロールや
ユーザーAWS アカウント、
または組織全体や組織単位 
(OU)AWS Organizations と一
元的に共有できます。これに
より、これらのプリンシパル
は、プールの CIDR をそれぞ
れのアカウントの VPCAWS 
などのリソースに割り当てる
ことができます。詳細につい
ては、Amazon VPC IPAWS 
RAM アドレスマネージャー
ユーザーガイドの「を使用し
て IP アドレス管理プールを
共有する」を参照してくださ
い。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

はい

IPAM (IPAM) リソー
ス検出機能

ec2:IpamResourceDiscovery

AWS アカウントリソースの発
見を他のユーザーと共有しま
す。リソース検出は、所有ア
カウントに属するリソースを 
IPAM が管理および監視でき
るようにする IPAM コンポー
ネントです。詳細について
は、Amazon VPC IPAM ユー
ザーガイドの「リソース検
出の処理」を参照してくださ
い。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

プレフィックスリスト

ec2:PrefixList

プレフィクスリストを一元的
に作成して管理し、他の AWS 
アカウント または自分の組織
と共有します。これにより、
複数の AWS アカウント が 
VPC セキュリティグループや
サブネットルートテーブルな
ど、リソース内のプレフィク
スリストを参照できます。詳
細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「共有プレ
フィックスリストの操作」を
参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

69

https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-networking-components.html#ip-addressing
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/outposts-networking-components.html#ip-addressing
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/share-pool-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/share-pool-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/share-pool-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/res-disc-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/res-disc-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/res-disc-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/sharing-managed-prefix-lists.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/sharing-managed-prefix-lists.html


AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
Amazon VPC

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

サブネット

ec2:Subnet

サブネットを一元的に作成し
て管理し、他のAWS アカウ
ントまたは自分の組織と共有
します。これにより、複数 
AWS アカウント がそれらの
アプリケーションリソースを
一元管理された VPC に起動
できます。具体的なリソース
としては、Amazon EC2 イン
スタンス、Amazon Relational 
Database Service (RDS) デー
タベース、Amazon Redshift 
クラスター、AWS Lambda 関
数などがあります。詳細につ
いては、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「共有 VPC の使
用」を参照してください。

Note

リソース共有の
作成時にサブネッ
トを含めるに
は、ec2:DescribeSubnetsec2:DescribeVpcsに
加えておよび
権限が必要で
すram:CreateResourceShare。

いいえ いいえ

AWS アカウ
ント自分の組
織内でのみ共
有できます。

いいえ

Traffic Mirror ターゲッ
ト

ec2:TrafficMirrorTarget

トラフィックミラーターゲッ
トを一元的に作成して管理
し、他の AWS アカウント 
または自分の組織と共有し
ます。これにより、複数の 
AWS アカウント がミラーリ
ングされたネットワークト
ラフィックをアカウント内の
トラフィックミラーソースか
ら、一元管理された共有トラ
フィックミラーターゲットに
送信できます。詳細について
は、トラフィックミラーリン
グのガイドの「クロスアカウ
ントトラフィックミラーリン
グターゲット」を参照してく
ださい。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWSクラウド WAN

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

Transit Gateway

ec2:TransitGateway

Transit Gateway を一元的に
作成して管理し、他の AWS 
アカウント または自分の組
織と共有します。これによ
り、複数の AWS アカウント 
が、一元管理されたマネー
ジド Transit Gateway を介
して VPC とオンプレミス
ネットワークの間を流れる
トラフィックをルーティン
グできます。詳細について
は、Amazon VPC Transit 
Gatewayの「Transit Gateway 
の共有」を参照してくださ
い。

Note

リソース共有の
作成時にトラン
ジットゲートウェ
イを含めるに
は、ec2:DescribeTransitGatewayに
加えて権限が必要で
すram:CreateResourceShare。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

Transit Gateway マル
チキャストドメイン

ec2:TransitGatewayMulticastDomain

Transit Gateway マルチキャス
トドメインを一元的に作成し
て管理し、他の AWS アカウ
ント または自分の組織と共有
します。これで複数の AWS 
アカウント がマルチキャス
トドメイン内のグループメン
バーまたはグループソース
を登録および登録解除できま
す。詳細については、Transit 
Gateways ガイドの「共有マル
チキャストドメインの使用」
を参照してください。

いいえ はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ

AWSクラウド WAN
を使用して、AWS以下のクラウド WAN リソースを共有できますAWS RAM。
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWSクラウド WAN

リソースタイプとコー
ド

ユースケース IAM コンポー
ネントおよび
ロールと共有
できます

組織外のアカ
ウントと共有
できる

カスタマー管
理権限を使用
できます

クラウド WAC コア
ネットワーク

networkmanager:CoreNetwork

Cloud WAC コアネットワー
クを一元的に作成して管理
し、他のAWS アカウントま
たは自分の組織と共有しま
す。これにより、1 つの Cloud 
WANAWS アカウント コア
ネットワーク上で複数のホス
トにアクセスしてプロビジョ
ニングできます。詳細につ
いては、『AWSCloud WAN 
ユーザーガイド』の「コア
ネットワークの共有」を参照
してください。

はい はい

誰とでも共有
できますAWS 
アカウント。

いいえ
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
マネージドアクセス許可の表示

での権限の管理AWS RAM
にはAWS RAM、管理権限には、AWS管理権限とカスタマー管理権限の 2 種類があります (p. 14)。

管理権限は、利用者がリソース共有内のリソースに対してどのように行動できるかを定義します。リソー
ス共有を作成する際に、リソース共有に含まれるリソースタイプごとに、使用するマネージドアクセス
許可を指定する必要があります。管理権限のポリシーテンプレートには、プリンシパルとリソースを除い
て、リソースベースのポリシーに必要なものがすべて含まれています。リソースの Amazon リソースネー
ム (ARN) とリソース共有に関連するプリンシパルの ARN は、リソースベースのポリシーの要素を完成さ
せます。 AWS RAM次に、そのリソース共有内のすべてのリソースに適用するリソースベースのポリシー
を作成します。

各マネージドアクセス許可には、1 つまたは複数のバージョンを指定できます。1 つのバージョンが、そ
の管理対象権限のデフォルトバージョンとして指定されます。場合によっては、新しいバージョンを作
成し、その新しいバージョンをデフォルトとして指定することで、AWSAWSリソースタイプの管理権限
を更新することがあります。新しいバージョンを作成して、カスタマー管理権限を更新することもできま
す。リソース共有に既にアタッチされている管理権限は自動的に更新されません。AWS RAMコンソール
には、新しいデフォルトバージョンがいつ利用可能になるかが示され、新しいデフォルトバージョンでの
変更を以前のバージョンと比較して確認できます。

Note

AWSできるだけ早くマネージドアクセス許可を新しいバージョンに更新することをお勧めしま
す。これらの更新では、通常、AWS のサービスAWS RAMを使用して追加のリソースタイプを共
有できる新規または更新されたリソースのサポートが追加されます。新しいデフォルトバージョ
ンは、セキュリティの脆弱性に対処して修正することもできます。

Important

管理権限のデフォルトバージョンは、新しいリソース共有にのみアタッチできます。

使用可能なマネージドアクセス許可の一覧は、いつでも取得できます。詳細については、「 マネージドア
クセス許可の表示 (p. 73)」を参照してください。

トピック
• マネージドアクセス許可の表示 (p. 73)
• でのカスタマー管理権限の作成と使用AWS RAM (p. 77)
• AWS管理中の権限の新しいバージョンへの更新 (p. 82)
• でカスタマー管理権限を使用する際の考慮事項AWS RAM (p. 84)
• マネージドアクセス許可のしくみ (p. 84)
• マネージドアクセス許可のタイプ (p. 87)

マネージドアクセス許可の表示
リソース共有内のリソースタイプに割り当て可能な マネージドアクセス許可の詳細を表示できます。リ
ソース共有に割り当てられているマネージドアクセス許可を特定できます。これらの詳細を確認するに
は、AWS RAMコンソールの管理権限ライブラリを使用してください。
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AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
マネージドアクセス許可の表示

Console

で使用できるマネージドアクセス許可の詳細を表示するにはAWS RAM

1. AWS RAMコンソールの管理権限ライブラリページに移動します。
2. AWS RAM リソース共有は特定の AWS リージョン 内に存在するので、コンソール右上のドロッ

プダウンリストから適切な AWS リージョン を選択してください。グローバルリソースを含むリ
ソース共有を表示するには、AWS リージョンを米国東部 (バージニア北部) に設定する必要があ
ります。us-east-1グローバルリソースの共有の詳細については、「」を参照してくださいグ
ローバル資源と比較した地域資源の共有 (p. 24)。AWSすべてのリージョンで利用可能な管理権限
は同じですが、Step 5 (p. 74)これは内の各管理権限に表示される関連リソース共有の数に影響
します。カスタマー管理アクセス許可は、アクセス許可を作成したリージョンでのみ使用できま
す。

3. マネージドアクセス許可のリストで、詳細を表示するマネージドアクセス許可を選択します。検
索ボックスに名前またはリソースタイプの一部を選択すると、マネージドアクセス許可のリスト
をフィルタリングできます。

4. (オプション) 表示設定を変更するには、[マネージドアクセス許可] (マネージドアクセス許可) パ
ネルの右上にある歯車アイコンを選択します。以下の設定を変更できます。

• [Page size] (リソースサイズ) — 各ページに表示されるリソースの件数。
• [Wrap lines] (行の折り返し) — 表内の行末で折り返すかどうかの指定。
• [Columns] (列) - リソースタイプおよび関連付けられた共有に関する情報を表示するか非表示に

するかを指定します。

表示オプションを設定し終えたら [Confirm] (確認) を選択します。
5. 各マネージドアクセス許可について、リストには次の情報が表示されます。

• 管理権限名 — 管理権限の名前。
• [Resource type] (リソースタイプ) — マネージドアクセス許可に関連付けられているリソースタ

イプ。
• 管理権限タイプ —AWS 管理権限が管理権限か顧客管理権限か。
• [Associated shares] (関連付けられた共有) — マネージドアクセス許可に関連付けられているリ

ソース共有の数。番号が表示された場合、その番号を選択すると、リソース共有のテーブルに
以下の情報が表示されます。
• [Resource share name] (リソース共有名) — マネージドアクセス許可に関連付けられている

リソース共有の名前。
• 管理権限バージョン — このリソース共有に添付されている管理権限のバージョン。
• [Owner] (所有者) — リソース共有所有者の AWS アカウント 番号。
• [Allow external principals] (外部プリンシパルを許可) — そのリソース共有が AWS 

Organizations において組織外のプリンシパルとの共有を許可するかどうかが表示されます。
• [Status] (ステータス) — リソース共有とマネージドアクセス許可の間の関連付けの現在のス

テータス。
• ステータス — 管理権限が次のとおりかどうかを説明します。

• 添付可能 — 管理権限をリソース共有に添付できます。
• 添付不可 — 管理権限をリソース共有にアタッチすることはできません。
• 削除 — 管理権限は無効になり、間もなく削除されます。
• 削除済み — 管理権限が削除されました。管理権限ライブラリから消えるまで 2 時間表示さ

れ続けます。

マネージドアクセス許可の名前を選択すると、そのマネージドアクセス許可に関する詳細を表示
できます。マネージドアクセス許可の詳細ページには、以下の情報が表示されます。
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• [Resource type] (リソースタイプ) — このマネージドアクセス許可が適用される AWS リソース
のタイプ。

• バージョン数 — カスタマー管理アクセス許可には最大 5 つのバージョンを含めることができ
ます。

• デフォルトバージョン — どのバージョンがデフォルトで、この管理権限を使用するすべての新
しいリソース共有に自動的に割り当てられるかを指定します。異なるバージョンを使用する既
存のリソース共有には、リソース共有をデフォルトバージョンに更新するように求めるプロン
プトが表示されます。

• [ARN] — マネージドアクセス許可の Amazon リソースネーム (ARN)。AWSマネージドアクセ
ス許可の ARN は、以下の形式を使用します。

arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAM[DefaultPermission]ShareableResourceType

[DefaultPermission](実際の ARN では括弧を含まない) 部分文字列は、そのリソースタイ
プでデフォルトに指定されている 1 つのマネージドアクセス許可の名前のみに存在します。

• 管理権限バージョン — このドロップダウンリストの下のタブに表示するバージョンの情報を選
択できます。
• 「詳細」タブ:

• 作成時間 — このバージョンのマネージドアクセス許可の作成日時。
• 最終更新日時 — このバージョンの管理権限が最後に更新された日付と時刻。

• ポリシーテンプレートタブ — 該当する場合、このバージョンの管理対象権限でプリンシパル
が関連するリソースタイプに対して実行できるサービスアクションと条件のリスト。

• 関連するリソース共有 — このバージョンの管理権限を使用するリソース共有のリスト。

AWS CLI

で使用できるマネージドアクセス許可の詳細を表示するにはAWS RAM

list-permissionsコマンドを使用すると、AWS リージョン呼び出し元アカウントについて現在のにある
リソース共有で使用できるリストを取得できます。

$ aws ram list-permissions
{ 
    "permissions": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": true, 
            "name": 
 "AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority", 
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": "2022-06-30T13:03:31.732000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2022-06-30T13:03:31.732000-07:00", 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "permissionType": "AWS_MANAGED" 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPIPassthroughIssuanceCertificateAuthority", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": true, 
            "name": 
 "AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPIPassthroughIssuanceCertificateAuthority", 
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority", 
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            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": "2022-11-18T07:05:46.976000-08:00", 
            "lastUpdatedTime": "2022-11-18T07:05:46.976000-08:00", 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "permissionType": "AWS_MANAGED" 
        }, 

        ... TRUNCATED FOR BREVITY ... RUN COMMAND TO SEE COMPLETE LIST OF 
 PERMISSIONS ... 

        { 
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMVPCPermissionsNetworkManagerCoreNetwork", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": true, 
            "name": "AWSRAMVPCPermissionsNetworkManagerCoreNetwork", 
            "resourceType": "networkmanager:CoreNetwork", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": "2022-06-30T13:03:46.557000-07:00", 
            "lastUpdatedTime": "2022-06-30T13:03:46.557000-07:00", 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "permissionType": "AWS_MANAGED" 
        },        { 
            "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/My-Test-CMP", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": true, 
            "name": "My-Test-CMP", 
            "resourceType": "ec2:IpamPool", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00", 
            "lastUpdatedTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00", 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED" 
        } 
    ]
}

特定の管理対象権限の ARN は、--querylist-permissionsAWS CLIコマンドのパラメータにある
名前で検索することもできます。次の例では、permissions指定された名前に一致する配列結果の要
素のみを含むように出力をフィルタリングします。また、結果には ARN フィールドのみを表示し、
デフォルトの JSON ではなくプレーンテキスト形式で表示するように指定します。

$ aws ram list-permissions \ 
    --query "permissions[?name == 'My-Test-CMP'].arn \ 
    --output text
arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/My-Test-CMP

関心のある特定のマネージドアクセス許可の ARN が見つかった後で JSON ポリシーテキストを含む
詳細を取得できますget-permission。

$ aws ram get-permission \ 
    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/My-Test-CMP
{ 
    "permission": { 
        "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/My-Test-CMP", 
        "version": "1", 
        "defaultVersion": true, 
        "name": "My-Test-CMP", 
        "resourceType": "ec2:IpamPool", 
        "permission": "{\n\t\"Effect\": \"Allow\",\n\t\"Action\": [\n\t
\t\"ec2:GetIpamPoolAllocations\",\n\t\t\"ec2:GetIpamPoolCidrs\",\n\t\t
\"ec2:AllocateIpamPoolCidr\",\n\t\t\"ec2:AssociateVpcCidrBlock\",\n\t\t\"ec2:CreateVpc
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\",\n\t\t\"ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr\",\n\t\t\"ec2:ReleaseIpamPoolAllocation\"\n
\t]\n}", 
        "creationTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00", 
        "lastUpdatedTime": "2023-03-08T06:54:10.038000-08:00", 
        "isResourceTypeDefault": false, 
        "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED", 
        "featureSet": "STANDARD", 
        "status": "ATTACHABLE" 
    }
}

でのカスタマー管理権限の作成と使用AWS RAM
AWS Resource Access Manager(AWS RAM) は、共有できるすべてのリソースタイプに対して少なくと
も 1AWS つの管理権限を提供します。ただし、これらの管理された権限では、共有のユースケースで最
低限の権限しか提供されない場合があります。AWS提供されている管理権限のいずれかが機能しない場合
は、独自の顧客管理権限を作成できます。

カスタマー管理権限は管理権限で、どの条件下でどのアクションを実行できるかを正確に指定し、AWS 
RAMリソースを共有して作成および管理します。たとえば、Amazon VPC IP アドレスマネージャー 
(IPAM) プールの読み取りアクセスを制限したいとします。これにより、IP アドレスを大規模に管理できま
す。開発者がIPアドレスを割り当てるための顧客管理権限を作成することはできますが、他の開発者アカ
ウントが割り当てているIPアドレスの範囲を表示することはできません。最小権限を付与するベストプラ
クティスに従うか、共有リソースでタスクの実行に必要なアクセス許可のみ付与します。

さらに、必要に応じてカスタマー管理権限を更新または削除できます。

トピック
• カスタマーアクセス許可を作成する (p. 77)
• カスタマーアクセス許可を付与 (p. 78)
• カスタマー管理権限のデフォルトとして別のバージョンを選択してください (p. 79)
• カスタマー管理権限のバージョンを削除する (p. 81)
• カスタマー管理権限を削除する (p. 81)

カスタマーアクセス許可を作成する
カスタマー管理権限はに固有ですAWS リージョン。このカスタマーアクセス許可を適切なリージョンで作
成してください。

Console

カスタマーアクセス許可を作成するには

1. 以下のいずれかを実行します。

• 管理権限ライブラリに移動し、[カスタマー管理権限の作成] を選択します。
• コンソールの「カスタマー管理権限の作成」ページに直接移動します。

2. 顧客管理権限の詳細には、顧客管理権限名を入力します。
3. この管理権限が適用されるリソースタイプを選択してください。
4. ポリシーテンプレートでは、このリソースタイプに対して実行できる操作を定義します。

• [管理権限のインポート] を選択すると、既存の管理権限のアクションを使用できます。
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• ビジュアルエディターで、要件に合わせてアクセスレベル情報を選択または選択解除します。
• JSON エディターを使用して条件を追加または変更します。

5. (オプション) タグを付与には、[Tags] (タグ) にタグのキーと値を入力します。新しいタグを追加
するには、[新しいタグを追加] を選択します。この手順を必要なだけ繰り返します。

6. 終了したら、[カスタマー権限を付与] を選択します。

AWS CLI

カスタマーアクセス許可を作成するには

• create-permissions コマンドを実行し、名前、カスタマー管理権限が適用されるリソースタイ
プ、およびポリシーテンプレートの本文を指定します。

次のコマンド例では、imagebuilder:Componentリソースタイプの管理権限を作成します。

$ aws ram create-permission \ 
    --name TestCMP \ 
    --resource-type imagebuilder:Component \ 
    --policy-template "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"imagebuilder:ListComponents\"]}"
{ 
    "permission": { 
        "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
        "version": "1", 
        "defaultVersion": true, 
        "isResourceTypeDefault": false, 
        "name": "TestCMP", 
        "resourceType": "imagebuilder:Component", 
        "status": "ATTACHABLE", 
        "creationTime": 1680033769.401, 
        "lastUpdatedTime": 1680033769.401 
    }
}

カスタマーアクセス許可を付与
カスタマーの管理権限のユースケースが変わった場合は、管理権限の新しいバージョンを作成できます。
これは既存のリソース共有には影響せず、このカスタマー管理権限を使用する今後の新しいリソース共有
にのみ影響します。

各管理権限には最大 5 つのバージョンを設定できますが、関連付けることができるのはデフォルトバー
ジョンのみです。

Console

カスタマー権限を付与する権限を付与

1. 管理権限ライブラリに移動します。
2. 管理権限のリストを顧客管理で絞り込むか、変更したい顧客管理権限の名前を検索します。
3. 管理権限の詳細ページの [管理権限バージョン] セクションで、[バージョンの作成] を選択しま

す。
4. ポリシーテンプレートでは、ビジュアルエディターまたは JSON エディターを使用してアクショ

ンと条件を追加または削除できます。

既存のポリシーテンプレートを使用するには、[管理対象権限のインポート] を選択することもで
きます。
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5. 終了したら、ページの下部にあるCreate Version を選択します。

AWS CLI

カスタマー権限を付与する権限を付与

1. 新しいバージョンを作成する場合、管理アクセス許可の Amazon リソースネーム (ARN) を探し
ます。そのためには、--permission-type CUSTOMER_MANAGEDパラメータを指定して list-
permissions を呼び出し、カスタマー管理権限のみを含めます。

$ aws ram-cmp list-permissions --permission-type CUSTOMER_MANAGED
{ 
    "permissions": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
            "version": "2", 
            "defaultVersion": true, 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "name": "TestCMP", 
            "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED", 
            "resourceType": "imagebuilder:Component", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": 1680035597.346, 
            "lastUpdatedTime": 1680035597.346 
        } 
    ]
}

2. ARN を取得したら、create-permission-versionオペレーションを呼び出して、更新されたポリ
シーテンプレートを指定できます。

$ aws ram create-permission-version \ 
    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP \ 
    --policy-template {"Effect":"Allow","Action":["imagebuilder:ListComponents"]}
{ 
    "permission": { 
        "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
        "version": "2", 
        "defaultVersion": true, 
        "isResourceTypeDefault": false, 
        "name": "TestCMP", 
        "status": "ATTACHABLE", 
        "resourceType": "imagebuilder:Component", 
        "permission": "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"imagebuilder:ListComponents\"]}", 
        "creationTime": 1680038973.79, 
        "lastUpdatedTime": 1680038973.79 
    }
}

出力には、新しいバージョンのバージョン番号が含まれます。

カスタマー管理権限のデフォルトとして別のバージョ
ンを選択してください
別のカスタマー管理権限バージョンを新しいデフォルトバージョンとして設定できます。
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Console

カスタマー管理権限の新しいデフォルトバージョンを設定するには

1. 管理権限ライブラリに移動します。
2. 管理権限のリストを顧客管理で絞り込むか、変更したい顧客管理権限の名前を検索します。
3.

カスタマー管理権限の詳細ページの「管理権限バージョン」セクションで、ドロップダウンリス
トを使用して、新しいデフォルトとして設定するバージョンを選択します。

4. [Set as default version] (デフォルトバージョンとして設定) を選択します。
5. ダイアログボックスが表示されたら、このカスタマー管理権限を使用するすべての新しいリソー

ス共有で、このバージョンをデフォルトにすることを確認します。同意する場合は、[デフォルト
バージョンとして設定] を選択します。

AWS CLI

カスタマー管理権限の新しいデフォルトバージョンを設定するには

1. を呼び出して、list-permission-versionsデフォルトバージョンとして設定するバージョン番号を検
索します。

次のコマンド例では、指定された管理アクセス許可の現在のバージョンを取得します。

$ aws ram list-permission-versions \ 
    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP
{ 
    "permissions": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
            "version": "1", 
            "defaultVersion": false, 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "name": "TestCMP", 
            "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED", 
            "featureSet": "STANDARD", 
            "resourceType": "imagebuilder:Component", 
            "status": "UNATTACHABLE", 
            "creationTime": 1680033769.401, 
            "lastUpdatedTime": 1680035597.345 
        }, 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
            "version": "2", 
            "defaultVersion": true, 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "name": "TestCMP", 
            "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED", 
            "featureSet": "STANDARD", 
            "resourceType": "imagebuilder:Component", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": 1680035597.346, 
            "lastUpdatedTime": 1680035597.346 
        } 
    ]
}

2. バージョン番号をデフォルトに設定したら、set-default-permission-versionオペレーションを呼び
出すことができます。

$ aws ram-cmp set-default-permission-version \ 
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    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP \ 
    --version 2

このコマンドが正常に完了した場合、出力を返しません。list-permission-versionsもう一度実行
して、defaultVersion選択したバージョンのフィールドがに設定されていることを確認できま
すtrue。

カスタマー管理権限のバージョンを削除する
カスタマー権限を付与する権限を付与するカスタマー権限を付与します。バージョンが不要になったり、
使用されていないバージョンは削除できます。カスタマーアクセス許可のデフォルトバージョンを削除す
ることはできません。削除されたバージョンは、完全に削除されるまで、「削除済み」ステータスで最大 
2 時間コンソールに表示されます。

Console

カスタマー管理権限バージョンを削除するには

1. 管理権限ライブラリに移動します。
2. 管理権限のリストを顧客管理で絞り込むか、削除するバージョンを含む顧客管理権限の名前を検

索します。
3. 削除するバージョンが現在のデフォルトではないことを確認してください。
4. ページの「バージョン」セクションで、「関連リソース共有」タブを選択し、このバージョンを

使用している共有があるかどうかを確認します。

共有が関連付けられている場合は、このバージョンを削除する前に、カスタマー管理権限のバー
ジョンを変更する必要があります。

5. [バージョン] セクションの右側の [バージョンを削除] を選択します。
6. 確認ダイアログボックスで、[削除] を選択し、カスタマー管理アクセス許可のみ削除することを

確認します。

このバージョンのカスタマー管理権限を削除したくない場合は、[キャンセル] を選択してくださ
い。

AWS CLI

カスタマー管理権限の 1 つのバージョンを削除するには

1. list-permission-versionsオペレーションを呼び出して、使用可能なバージョン番号を取得します。
2. バージョン番号がわかったら、delete-permission-versionそれをパラメータとしてに入力します。

$ aws ram-cmp delete-permission-version \ 
    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP \ 
    --version 1

このコマンドが正常に完了した場合、出力を返しません。list-permission-versionsもう一度実行し
て、そのバージョンが出力に含まれていないことを確認できます。

カスタマー管理権限を削除する
カスタマー管理権限が不要になり、使用されなくなった場合は、削除できます。リソース共有に関連付け
られているカスタマーアクセス許可は削除できません。削除されたカスタマー管理権限は 2 時間後に消え
ます。それまでは、管理権限ライブラリには削除済みステータスで表示されたままになります。
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Console

カスタマー管理権限を削除するには

1. 管理権限ライブラリに移動します。
2. 管理権限のリストを顧客管理で絞り込むか、削除する顧客管理権限の名前を検索します。
3. カスタマー管理権限を選択する前に、管理権限リストから関連する共有が 0 件あることを確認し

てください。

管理権限に関連するリソース共有がまだ残っている場合は、続行する前に、すべてのリソース共
有に別の管理権限を割り当てる必要があります。

4. カスタマーアクセス許可の詳細ページの右上隅で、[アクセス権を削除] を選択します。
5. 確認ダイアログボックスが表示されたら、[削除] を選択して管理権限を削除します。

AWS CLI

カスタマー管理権限を削除するには

1. --permission-type CUSTOMER_MANAGEDパラメータを指定して list-permissions を呼び出
し、カスタマー管理権限のみを含めることで、削除する管理権限の ARN を検索します。

$ aws ram-cmp list-permissions --permission-type CUSTOMER_MANAGED
{ 
    "permissions": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP", 
            "version": "2", 
            "defaultVersion": true, 
            "isResourceTypeDefault": false, 
            "name": "TestCMP", 
            "permissionType": "CUSTOMER_MANAGED", 
            "resourceType": "imagebuilder:Component", 
            "status": "ATTACHABLE", 
            "creationTime": 1680035597.346, 
            "lastUpdatedTime": 1680035597.346 
        } 
    ]
}

2. 削除する管理対象権限の ARN を取得したら、それを delete-permissions のパラメータとして指定
します。

$ aws ram delete-permission \ 
    --permission-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:permission/TestCMP
{ 
    "returnValue": true, 
    "permissionStatus": "DELETING"
}

AWS管理中の権限の新しいバージョンへの更新
AWSAWS特定のリソースタイプのリソース共有にアタッチできる管理権限が更新されることがありま
す。AWSこれを行うと、AWS管理権限の新しいバージョンが作成されます。指定されたリソースタイプを
含むリソース共有は、管理権限の最新バージョンを使用するように自動的に更新されません。リソース共
有ごとに管理権限を明示的に更新する必要があります。この追加手順は、リソース共有に変更を適用する
前に変更を評価できるようにするために必要です。
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Console

リソース共有に関連する権限を一覧表示するページがコンソールに表示され、そのうちの 1 つ以上の
権限がその権限のデフォルト以外のバージョンを使用している場合は、コンソールページの上部にバ
ナーが表示されます。バナーには、リソース共有がデフォルト以外のバージョンを使用していること
が示されます。

さらに、個々の権限では、現在のバージョン番号がデフォルトでない場合、そのバージョン番号の横
に [デフォルトバージョンに更新] ボタンを表示できます。

このボタンを選択すると、リソース共有の更新ウィザードが起動します (p. 33)。ウィザードのステッ
プ 2 では、デフォルト以外の権限のバージョンを更新して、そのデフォルトバージョンを使用できま
す。

変更は、ウィザードの最後のページで [Submit] を選択してウィザードを完了するまで保存されませ
ん。

Note

デフォルトバージョンのみをアタッチでき、別のバージョンに戻すことはできません。
カスタマー管理権限の場合、権限をデフォルトバージョンに更新した後は、最初にそのバー
ジョンをデフォルトとして設定しない限り、別のバージョンをリソース共有に適用すること
はできません。たとえば、権限をデフォルトバージョンに更新した後、ロールバックしたい
エラーが見つかった場合は、以前のバージョンをデフォルトとして指定できます。または、
別の新しいバージョンを作成し、それをデフォルトとして指定することもできます。これ
らのオプションのいずれかを実行したら、現在のデフォルトバージョンを使用するようにリ
ソース共有を更新します。

AWS CLI

AWS管理権限のバージョンを更新するには

1. get-resource-shares--permission-arnパラメータを指定してコマンドを実行し、更新するマ
ネージドアクセス権限の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。その結果、コマンドはそ
の管理対象権限を使用するリソース共有のみを返します。

たとえば、次のサンプルコマンドは、Amazon EC2AWS キャパシティ予約のデフォルトのマネージ
ドアクセス権限を使用するすべてのリソース共有の詳細を返します。

$ aws ram get-resource-shares \ 
    --resource-owner SELF \ 
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionCapacityReservation

出力には、その管理対象権限によってアクセスが制御されている少なくとも 1 つのリソースを含む
すべてのリソース共有の ARN が含まれます。

2. 前のコマンドで指定したリソース共有ごとに、コマンドを実行しますassociate-resource-
share-permission。--resource-share-arn更新するリソース共有を指定するにはを、--
permission-arnAWS更新する管理権限を指定するにはを、--replace更新する管理権限の最新
バージョンを使用するように共有を更新することを指定するパラメータを含めます。バージョン番
号を指定する必要はありません。デフォルトバージョンが自動的に使用されます。

$ aws ram associate-resource-share-permission \ 
    --resource-share-arn < ARN of one of the shares from the output of the previous 
 command > \ 
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionCapacityReservation \ 
    --replace
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3. 手順 1ResourceShareArn のコマンドの結果で受け取ったそれぞれについて、前の手順のコマン
ドを繰り返します。

でカスタマー管理権限を使用する際の考慮事項
AWS RAM

カスタマー管理権限は、AWS リージョン作成した環境でのみ使用できます。すべてのリソースタイプがカ
スタマー管理権限をサポートしているわけではありません。サポートされるリソースタイプのリストにつ
いてはAWS Resource Access Manager、を参照してください共有可能な AWS リソース (p. 53)。

複数のステートメントを含むアクセスはサポートされていません。カスタマー管理権限では、否定しない
単一の演算子のみを使用できます。

次の条件は、カスタマー管理権限ではサポートされていません。

• 関連組織のプリンシパル：
• aws:PrincipalOrgId

• aws:PrincipalOrgPaths

• aws:PrincipalAccount

• 特定サービス関連のプリンシパル:
• aws:SourceArn

• aws:SourceAccount

• システムタグ:
• aws:PrincipalTag/aws:

• aws:ResourceTag/aws:

• aws:RequestTag/aws:

マネージドアクセス許可のしくみ
簡単な概要については、AWS管理権限によってリソースへの最小権限アクセスのベストプラクティスをど
のように適用できるかを示す次のビデオをご覧ください。
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このビデオでは、最小権限のベストプラクティスに準拠して、カスタマーマネージドアクセス許可を作成
および関連付けます。詳細については、「??? (p. 77)」を参照してください。
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リソース共有を作成する際に、リソースタイプごとにAWSマネージドアクセス許可を関連付けます。管理
権限に複数のバージョンがある場合、新しいリソース共有は常にデフォルトとして指定されたバージョン
を使用します。

リソース共有を作成すると、AWS RAM管理対象権限を使用して各共有リソースにアタッチされるリソー
スベースのポリシーを生成します。

管理権限のポリシーテンプレートでは、以下を指定します。

効果

共有リソースについてオペレーションを実行するプリンシパルのアクセス許可を Allow するか Deny
するかを示します。マネージドアクセス許可の場合、Allow効果は常に現れます。詳細については、
ユーザーガイドの「効果」を参照してください。

アクション

プリンシパルに実行アクセス許可が付与されている操作のリスト。AWS Management Console ではア
クション、AWS Command Line Interface (AWS CLI) もしくは AWS API ではオペレーションです。ア
クションは、AWS アクセス許可で定義されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「アクショ
ン」を参照してください。
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条件

プリンシパルがリソース共有内のリソースをいつ、どのように操作できるか。条件は、共有リソース
のセキュリティをさらに強化します。それらを使用して、機密アクションのアクセスを共有リソース
に制限します。たとえば、アクションを特定の企業IPアドレス範囲から開始することを要求する条件
や、アクションを多要素認証で認証されたユーザーが実行する必要があるという条件を含めることが
できます。条件の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSグローバル条件コンテキストキー」
を参照してください。サービス固有の条件の詳細については、サービス承認リファレンスの「AWS
サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Note

顧客管理権限には条件があり、AWS管理権限にはサポートされているリソースタイプがあり
ます。
カスタマー管理権限での使用から除外される条件については、を参照してくださいでカスタ
マー管理権限を使用する際の考慮事項AWS RAM (p. 84)。

マネージドアクセス許可のタイプ
リソース共有の作成時に、リソース共有に含める各リソースタイプに関連付けるマネージドアクセス許可
を選択します。 AWSマネージドアクセス許可は、AWSリソース所有サービスによって定義され、によっ
て管理されますAWS RAM。独自のカスタマー管理権限を作成して管理します。

• AWS管理権限 —AWS RAM サポートしているすべてのリソースタイプで利用できるデフォルトの管理権
限が 1 つあります。追加の管理権限を明示的に選択しない限り、デフォルトの管理権限はリソースタイ
プに使用される権限です。デフォルトの管理権限は、指定されたタイプのリソースを共有する最も一般
的な顧客シナリオをサポートすることを目的としています。デフォルトマネージドアクセス許可では、
プリンシパルは、リソースタイプのサービスによって定義された特定のアクションを実行できます。例
えば、Amazon VPC ec2:Subnet リソースタイプの場合、デフォルトマネージドアクセス許可では、プ
リンシパルは以下のアクションを実行できます。
• ec2:RunInstances
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeSubnets

AWSデフォルトの管理権限の名前は次の形式を使用しま
す:AWSRAMDefaultPermissionShareableResourceType. 例えば、ec2:Subnet リソースタイプ 
の場合、デフォルト AWS マネージドアクセス許可の名前は AWSRAMDefaultPermissionSubnet で
す。

Note

デフォルトの管理権限は、管理権限のデフォルトバージョンとは別のものです (p. 14)。すべ
ての管理権限は、デフォルトであれ一部のリソースタイプでサポートされる追加の管理権限
であれ、個別の完全な権限であり、さまざまな効果とアクションがあり、読み取り/書き込み
アクセスと読み取り専用アクセスなど、さまざまな共有シナリオをサポートします。管理権限
は、AWSカスタマー管理かどうかに関係なく、複数のバージョンを持つことができ、そのうち
の 1 つがその権限のデフォルトバージョンです。

例えば、フルアクセス (ReadおよびWrite) マネージドアクセス許可と読み取り専用マネージドアクセ
ス許可の両方をサポートするリソースタイプを共有する場合、フルアクセスのマネージドアクセス許可
を持つ管理者にリソース共有を 1 つ作成できます。その後、最小特権の付与に従うか、読み取り専用マ
ネージドアクセス許可を使用して他の開発者用にリソース共有を作成できます。

Note

AWS連携するすべてのサービスは、少なくとも 1AWS RAM つのデフォルト管理権限をサポー
トします。AWS のサービスそれぞれの使用可能な権限は、管理権限ライブラリページで確認
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できます。このページには、現時点でアクセス許可に関連付けられているリソース共有、外部
プリンシパルとの共有が許可されているかどうか (該当する場合) を含め、使用可能なマネージ
ドアクセス許可ごとの詳細が表示されます。詳細については、「 マネージドアクセス許可の表
示 (p. 73)」を参照してください。
追加マネージドアクセス許可をサポートしないサービスの場合、リソース共有を作成する
と、AWS RAM は、選択したリソースタイプに定義されたデフォルトアクセス許可を自動的に
適用します。サポートされている場合は、「管理権限の関連付け」ページで「カスタマー管理
権限の作成」を選択することもできます。

• 顧客管理権限 — 顧客管理権限とは、リソースを共有して、AWS RAMどの条件でどのアクションを実行
できるかを正確に指定することで作成および管理される管理権限です。たとえば、Amazon VPC IP アド
レスマネージャー (IPAM) プールの読み取りアクセスを制限したいとします。これにより、IP アドレス
を大規模に管理できます。開発者がIPアドレスを割り当てるための顧客管理権限を作成することはでき
ますが、他の開発者アカウントが割り当てているIPアドレスの範囲を表示することはできません。最小
権限のベストプラクティスに従い、共有リソースでタスクを実行するために必要なアクセス許可のみ付
与できます。
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AWS RAM でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で 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担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供しま
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 Resource Access Manager (AWS RAM) に適用するコン
プライアンスプログラムの詳細については、「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内の
サービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - 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 RAM 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 RAM を設定
する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS RAM のサービス
の使用方法についても説明します。

トピック
• AWS RAM でのデータ保護 (p. 89)
• AWS RAM のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 90)
• AWS RAMでのログ記録とモニタリング (p. 102)
• AWS RAM での耐障害性 (p. 105)
• AWS RAM でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 106)

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

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降をお勧めします。TLS 1.3 をお勧めし

ます。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
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• 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 RAM 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。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認
証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

AWS RAM のためのアイデンティティおよびアクセ
ス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ AWS のサービスです。IAM の管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰にAWS
リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM を使用すると、内のロール、
ユーザー、グループなどのプリンシパルを作成できますAWS アカウント。AWSこれらのプリン許可を付
与するために必要な許可許可を付与するために必要な許可許可を付与します。IAMは追加料金なしでご利
用いただけます。IAM ポリシーの管理、作成の詳細については、IAM ポリシーの管理」を参照してくださ
い。

トピック
• AWS RAM と IAM の連携について (p. 90)
• AWS の AWS RAM 管理ポリシー (p. 92)
• AWS RAM のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 96)
• AWS RAM の IAM ポリシー例 (p. 97)
• AWS Organizations および AWS RAM のサービスコントロールポリシーの例 (p. 99)
• AWS Organizations とのリソース共有の無効化 (p. 102)

AWS RAM と IAM の連携について
デフォルトでは、IAM プリンシパルにはAWS RAMリソースを作成または変更するためのアクセス許可は
ありません。IAM プリンシパルがリソースを作成または変更してタスクを実行できるようにするには、次
のいずれかの手順を実行します。これらのアクションは、特定のリソースと API アクションを使用するア
クセス許可を付与します。

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:
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• 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 RAM は、多くのユーザーのニーズに対応するうえで役立ついくつもの AWS マネージドポリシーを
提供します。これらの詳細については、「AWS の AWS RAM 管理ポリシー (p. 92)」を参照してくださ
い。

ユーザーに付与するアクセス許可を細かく制御する必要がある場合、IAM コンソールで独自のポリシーを
構築できます。ポリシーを作成して IAM ロールとユーザーにアタッチする方法については、AWS Identity 
and Access Managementユーザーガイドの「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

以降のセクションでは、IAM アクセス許可ポリシーを構築するための AWS RAM 固有の詳細について説明
します。

目次
• ポリシーの構造 (p. 91)

• 効果 (p. 91)
• アクション (p. 91)
• リソース (p. 91)
• 条件 (p. 92)

ポリシーの構造
IAM アクセス許可ポリシーは、効果、アクション、リソース、および条件を含む JSON ドキュメントで
す。通常、IAM ポリシーは以下の形式をとります。

{ 
    "Statement":[{ 
        "Effect":"<effect>", 
        "Action":"<action>", 
        "Resource":"<arn>", 
        "Condition":{ 
            "<comparison-operator>":{ 
                "<key>":"<value>" 
            } 
        } 
    }]
}

効果
効果文は、ポリシーでアクションを実行するプリンシパルアクセスを許可するか拒否するかを示します。
指定できる値は、Allow および Deny などです。

アクション
アクション文は、ポリシーで許可または拒否する AWS RAM API アクションを指定します。許可されるア
クションの詳細な一覧については、IAM ユーザーガイド の「AWS Resource Access Manager で定義され
るアクション」を参照してください。

リソース
リソース文は、ポリシーの影響を受ける AWS RAM リソースを指定します。ステートメント内でリソース
を指定するには、一意の Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。許可されるリソース
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の詳細な一覧については、IAM ユーザーガイド の「AWS Resource Access Manager で定義されるリソー
ス」を参照してください。

条件

条件ステートメントはオプションです。これらを使用すると、ポリシーが適用される条件をさらに絞り込
めます。AWS RAM では次の条件キーがサポートされています。

• aws:RequestTag/${TagKey}— サービスリクエストに、指定されたタグキーを持つタグが存在し、
指定された値を持つタグが含まれているかどうかをテストします。

• aws:ResourceTag/${TagKey}— サービスリクエストによって処理されるリソースに、ポリシーで指
定したタグキー付きのタグが添付されているかどうかをテストします。

次の条件例では、サービスリクエストで参照されているリソースに、キー名が「Owner」、値が「Dev 
Team」のタグが添付されていることを確認します。

"Condition" : {  
    "StringEquals" : { 
        "aws:ResourceTag/Owner" : "Dev Team"  
    }  
}

• aws:TagKeys— リソース共有の作成またはタグ付けに使用する必要があるタグキーを指定します。
• ram:AllowsExternalPrincipals— サービスリクエスト内のリソース共有が外部プリンシパルとの

共有を許可するかどうかをテストします。外部プリンシパルの例として、AWS Organizations における
組織外の AWS アカウント があります。これが評価されればFalse、このリソース共有を同じ組織内の
アカウントとのみ共有できます。

• ram:PermissionArn— サービスリクエストで指定された権限 ARN がポリシーで指定した ARN 文字
列と一致するかどうかをテストします。

• ram:PermissionResourceType— サービスリクエストで指定された権限が、ポリシーで指定した
リソースタイプに対して有効かどうかをテストします。リソースタイプは、共有可能なリソースタイ
プ (p. 53)の一覧に示す形式に従って指定します。

• ram:Principal— サービスリクエストで指定されたプリンシパルの ARN が、ポリシーで指定した 
ARN 文字列と一致するかどうかをテストします。

• ram:RequestedAllowsExternalPrincipals—allowExternalPrincipals サービスリクエスト
にパラメータが含まれているかどうか、またその引数がポリシーで指定した値と一致するかどうかをテ
ストします。

• ram:RequestedResourceType— 処理対象のリソースのリソースタイプが、ポリシーで指定したリ
ソースタイプ文字列と一致するかどうかをテストします。リソースタイプは、共有可能なリソースタイ
プ (p. 53)の一覧に示す形式に従って指定します。

• ram:ResourceArn— サービスリクエストによって処理されているリソースの ARN が、ポリシーで指
定した ARN と一致するかどうかをテストします。

• ram:ResourceShareName— サービスリクエストによって処理されるリソース共有の名前が、ポリ
シーで指定した文字列と一致するかどうかをテストします。

• ram:ShareOwnerAccountId— サービスリクエストによって処理されるリソース共有のアカウント ID 
番号が、ポリシーで指定した文字列と一致するかどうかをテストします。

AWS の AWS RAM 管理ポリシー
現時点で AWS Resource Access Manager は、このトピックで説明する AWS RAM マネージドポリシーを
提供しています。

AWS マネージドポリシー

92

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awsresourceaccessmanager.html#awsresourceaccessmanager-resources-for-iam-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awsresourceaccessmanager.html#awsresourceaccessmanager-resources-for-iam-policies


AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
AWS マネージドポリシー

• AWS管理ポリシー: AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess (p. 93)
• AWS管理ポリシー: AWSResourceAccessManagerFullAccess (p. 94)
• AWS マネージドポリシー: AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess (p. 94)
• AWS管理ポリシー: AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy (p. 95)
• AWS マネージドポリシーの AWS RAM 更新 (p. 96)

前のリストでは、最初の 3 つのポリシーを IAM ロール、グループ、ユーザーにアタッチして、アクセス許
可を付与できます。リスト内の最後のポリシーは、AWS RAM サービスのサービスリンクロールです。

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

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー: 
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess
AWSResourceAccessManagerReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、AWS アカウント が所有するリソース共有について読み取り専用アクセス許可を提供し
ます。

これは、Get* または List* オペレーションのいずれかを実行するアクセス許可を付与することによって
実現されます。リソース共有を変更する機能は用意されていません。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• ram － プリンシパルは、アカウントが所有するリソース共有に関する詳細を表示できるようになりま
す。

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

AWS管理ポリシー: AWSResourceAccessManagerFullAccess
AWSResourceAccessManagerFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、AWS アカウント が所有するリソース共有を表示または変更できるフル管理アクセス
権を提供します。

これは、あらゆる ram オペレーションを実行するアクセス許可を付与することで実現されます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• ram － プリンシパルは、AWS アカウント が所有するリソース共有に関する情報を表示または変更でき
るようになります。

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

AWS マネージドポリシー: 
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess
AWSResourceAccessManagerResourceShareParticipantAccess ポリシーは IAM ID に添付できま
す。

このポリシーは、プリンシパルに、この AWS アカウント と共有されるリソース共有の承諾または拒否、
およびそれらのリソース共有に関する詳細を表示する能力を提供します。これらのリソース共有を変更す
る機能は用意されていません。

これは、一部の ram オペレーションを実行するアクセス許可を付与することで実現されます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• ram － プリンシパルは、リソース共有の招待を受け入れるか拒否でき、アカウントと共有されているリ
ソース共有の詳細を表示できるようになります。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ram:AcceptResourceShareInvitation", 
                "ram:GetResourcePolicies", 
                "ram:GetResourceShareInvitations", 
                "ram:GetResourceShares", 
                "ram:ListPendingInvitationResources", 
                "ram:ListPrincipals", 
                "ram:ListResources", 
                "ram:RejectResourceShareInvitation" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy
AWS マネージドポリシー AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy は、AWS RAM のサー
ビスリンクロールでのみ使用できます。このポリシーをアタッチ、デタッチ、変更、または削除すること
はできません。

このポリシーは、組織構造への読み取り専用アクセス権を持つ AWS RAM を提供します。AWS RAMとの
統合を有効にするとAWS Organizations、AWS RAMはの統合を有効にすると、AWS RAMコンソールで組
織の構造を表示するときなど、AWSServiceRoleForResourceAccessManager組織とそのアカウントに関
する情報を調べる必要があるときにサービスが想定しているロールを作成します。

これは、組織の構造とアカウントの詳細を提供する organizations:Describe と
organizations:List のオペレーションを実行するための読み取り専用アクセス許可を付与することに
よって実現されます。

アクセス許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• organizations － プリンシパルは、組織単位を含む組織構造に関する情報、およびそれらに含まれる 
AWS アカウント を表示できるようになります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListRoots" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 

95

https://console.aws.amazon.com/iam/home#/roles/AWSServiceRoleForResourceAccessManager


AWS Resource Access Manager ユーザーガイド
サービスにリンクされたロールの使用

        { 
            "Sid": "AllowDeletionOfServiceLinkedRoleForResourceAccessManager", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/ram.amazonaws.com/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシーの AWS RAM 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS RAM マネージドポリシーの更新に
関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS RAM [Document history] 
(ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWS Resource Access Manager 
は変更の追跡を開始しました

AWS RAM では、既存のマネー
ジドポリシーに関するドキュメ
ントを用意し、変更の追跡を開
始しました。

2021 年 9 月 16 日

AWS RAM のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Resource Access Manager は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされ
たロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、サービスに直接リンクされた一意のタイプの 
IAM ロールの IAM ロールの IAM ロールの IAM ロールの IAM ロールの IAM ロールのAWS RAM IAM ロー
ルは サービスにリンクされたロールは、AWSによって事前定義され、AWS RAMAWSユーザーに代わって
他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないた
め、AWS RAM設定が簡単になります。 AWS RAMは、サービスにリンクされたロールの許可を定義し、
特に定義されている場合を除き、AWS RAMサービスにリンクされたロールのみを引き受けることができ
ます。定義されるアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス権限ポリシーの両方が含まれており、その
許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携するAWS サービ
ス」を参照して、サービスにリンクされたロール列がはいになっているサービスを見つけてください。そ
のサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するには、リンクが設定されて
いる [Yes] (はい) を選択します。

AWS RAM のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
AWS RAMAWSServiceRoleForResourceAccessManagerとの共有を有効にしたときに指定されたサー
ビスにリンクされたロールを使用しますAWS Organizations。このロールは、メンバーアカウントのリス
トや各アカウントが所属する組織部門など、AWS RAM組織の詳細を表示する権限をサービスに付与しま
す。

このサービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼してロールを引き受けます。

• ram.amazonaws.com
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AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy 指定されたロールのアクセス許可ポリシーは、サービス
にリンクされたロールによって付与され、AWS RAM指定されたリソースで以下のアクションを完了する
ことを許可します。

• アクション:組織構造の詳細を取得する読み取り専用アクションは、組織構造の詳細を取得するアクセス
許可のアクションです。アクションの完全なリストについては、IAM コンソールでポリシーを確認でき
ますAWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy。

AWS RAM組織内の共有ロールの作成がに許可されるように、そのプリンシパル (ユーザー、グループ、
ロールなど) のIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、サービスにリン
クされたロールの作成がに許可されるように、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

AWS RAM のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS RAMで組織内での共有を有効
にするかAWS Management Console、またはAWS APIAWS RAM を使用してアカウントで実行すると、
サービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。EnableSharingWithAwsOrganizationAWS CLI

このサービスにリンクされたロールを削除すると、AWS RAM組織の構造の詳細を表示する権限がなくな
ります。

AWS RAM のサービスにリンクされたロールの編集
AWS RAMでは、 AWSResourceAccessManagerServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールの編集
がに許可されるように、許可するには、許可を設定することはできません。サービスにリンクされたロー
ルを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更す
ることはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

AWS RAM のサービスにリンクされたロールの削除
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除
できます。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

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

AWS RAM のサービスにリンクされたロールをサポートするリー
ジョン
AWS RAM では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使
用をサポートしています。詳細については、AWS の「Amazon Web Services 全般のリファレンス のリー
ジョンとエンドポイント」を参照してください。

AWS RAM の IAM ポリシー例
このトピックでは、特定のリソースやリソースタイプを共有し、共有を制限することを示す AWS RAM の
IAM ポリシーの例を紹介します。

IAM ポリシーの例
• 例 1: 特定のリソースの共有を許可する (p. 98)
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• 例 2: 特定のリソースタイプの共有を許可する (p. 98)
• 例 3: 外部 AWS アカウント との共有を制限する (p. 98)

例 1: 特定のリソースの共有を許可する
IAM アクセスポリシーを使用して、特定のリソースのみをリソース共有に関連付けるようにプリンシパル
を制限できます。

例えば、以下のポリシーでは、指定した Amazon リソースネーム (ARN) のリゾルバールールの
みを共有するようにプリンシパルを制限しています。オペレータは、リクエストにパラメータ
が含まれていないか、ResourceArnそのパラメータが含まれている場合、その値が指定された 
ARNStringEqualsIfExists と完全に一致する場合のリクエストを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": ["ram:CreateResourceShare", "ram:AssociateResourceShare"], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "StringEqualsIfExists": { 
                "ram:ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-
west-2:123456789012:resolver-rule/rslvr-rr-5328a0899aexample" 
            } 
        } 
    }]
}

例 2: 特定のリソースタイプの共有を許可する
IAM ポリシーを使用して、特定のリソースのみをリソース共有に関連付けるようにプリンシパルを限定で
きます。

例えば、以下のポリシーでは、リゾルバールールのみを共有するようにプリンシパルを制限しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": ["ram:CreateResourceShare", "ram:AssociateResourceShare"], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "StringEqualsIfExists": { 
                "ram:RequestedResourceType": "route53resolver:ResolverRule" 
            } 
        } 
    }]
}

例 3: 外部 AWS アカウント との共有を制限する
IAM ポリシーを使用して、プリンシパルがその AWS アカウント 組織の外にある AWS とリソースを共有
するのを防ぐことができます。

例えば、次の IAM ポリシーでは、プリンシパルによるリソース共有への外部 AWS アカウント の追加を防
ぎます。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ram:CreateResourceShare", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "Bool": { 
                "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "false" 
            } 
        } 
    }]
}

AWS Organizations および AWS RAM のサービスコン
トロールポリシーの例
AWS RAM は、サービスコントロールポリシー (SCP) をサポートします。SCP は、組織内のアクセス許
可を管理する目的で組織内の要素にアタッチされるポリシーです。SCP は、SCP がアタッチされた要素
の下位にあるすべての AWS アカウント に適用されます。SCP では、組織のすべてのアカウントで使用
可能な最大アクセス許可を一元的に制御できます。これは AWS アカウント が組織のアクセスコントロー
ルガイドラインに従っていることを確認するのに役立ちます。詳細については、AWS Organizations ユー
ザーガイドの「サービスコントロールポリシー」を参照してください。

前提条件
SCP を使用するには、まず以下のことをする必要があります。

• 組織内のすべての機能の有効化。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織内のす
べての機能の有効化」を参照してください。

• SCP を有効にして組織内で使用できるようにするには 詳細については、AWS Organizations ユーザーガ
イドの「ポリシータイプの有効化と無効化」を参照してください。

• 必要な SCP を作成します。SCP の作成の詳細については、AWS Organizationsユーザーガイドの
「SCP の作成および更新」を参照してください。

サービスコントロールポリシーの例
目次

• 例 1: 外部共有を禁止する (p. 99)
• 例 2: 組織外の外部アカウントからのリソース共有招待をユーザーが受け付けないようにす

る (p. 100)
• 例 3: 特定のアカウントに特定のリソースタイプの共有を許可する (p. 100)
• 例 4: 組織全体または組織単位との共有を禁止する (p. 101)
• 例 5: 特定のプリンシパルのみとの共有を許可する (p. 101)

以下の例では、組織内のリソース共有のさまざまな側面を制御する方法を説明します。

例 1: 外部共有を禁止する

以下の SCP は、共有ユーザーの組織外にいるプリンシパルとの共有を許可するリソース共有をユーザーが
作成できないようにするものです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:CreateResourceShare", 
                "ram:UpdateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "ram:RequestedAllowsExternalPrincipals": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 2: 組織外の外部アカウントからのリソース共有招待をユーザーが受け付けない
ようにする

以下の SCP は、影響を受けるアカウントのプリンシパルがリソース共有を使用する招待を受け入れること
をブロックします。共有アカウントと同じ組織内の他のアカウントと共有されているリソース共有は招待
を生成しないため、この SCP の影響を受けません。

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

例 3: 特定のアカウントに特定のリソースタイプの共有を許可する

以下の SCP では、アカウント 111111111111 と 222222222222 のみが、Amazon EC2 プレフィックス
リストを共有する新しいリソース共有を作成し、プレフィックスリストを既存のリソース共有に関連付け
ることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:AssociateResourceShare", 
                "ram:CreateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:PrincipalAccount": [ 
                        "111111111111", 
                        "222222222222" 
                    ] 
                }, 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "ram:RequestedResourceType": "ec2:PrefixList" 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

例 4: 組織全体または組織単位との共有を禁止する

次の SCP は、組織全体または任意の組織単位とリソースを共有するリソース共有をユーザーが作成できな
いようにします。ユーザーは、組織内の個々の AWS アカウント、または IAM ロールもしくはユーザーと
リソースを共有できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:CreateResourceShare", 
                "ram:AssociateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ram:Principal": [ 
                        "arn:aws:organizations::*:organization/*", 
                        "arn:aws:organizations::*:ou/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 5: 特定のプリンシパルのみとの共有を許可する

以下の SCP の例では、ユーザーは組織 o-12345abcdef,、組織単位 ou-98765fedcba、および AWS 
アカウント 111111111111 のみとリソースを共有できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ram:AssociateResourceShare", 
                "ram:CreateResourceShare" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEqualsIfExists": { 
                    "ram:Principal": [ 
                        "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-12345abcdef", 
                        "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-12345abcdef/
ou-98765fedcba", 
                        "111111111111" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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AWS Organizations とのリソース共有の無効化
以前に AWS Organizations との共有を有効にしたことがあり、組織全体または組織単位 (OU) とリソース
を共有する必要がなくなった場合、共有を無効にできます。AWS Organizations との共有を無効にする
と、作成したリソース共有からすべての組織または OU が削除され、共有リソースへのアクセス権が失わ
れます。

AWS Organizations との共有を無効にするには

1. AWS OrganizationsAWS Organizationsdisable-aws-service-accessAWS CLIコマンドを使用する際の
信頼できるアクセスを無効にします。

$  aws organizations disable-aws-service-access --service-principal ram.amazonaws.com

Important

AWS Organizations への信頼できるアクセスを無効にすると、組織内のプリンシパルはすべ
ての リソース共有ら削除され、それらの共有リソースへのアクセス権が失われます。

2. IAM コンソール、、、、、、、、、、AWS 
CLI、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWSServiceRoleForResourceAccessManager、、、、、、、、、、、、
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してく
ださい。

AWS RAMでのログ記録とモニタリング
モニタリングは、AWS RAM 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。AWS に
は、AWS RAM リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数のツールが用意
されています。

CloudWatch アマゾンイベント

は、AWSリソースにおける変化を説明するシステムイベントの、 near-real-time ほぼストリームを配
信します。 CloudWatch イベントで自動イベント駆動型コンピューティングを有効にすると、特定の
イベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他のAWSのサービスで自動
アクションをトリガーできます。詳細については、「AWS RAM CloudWatch イベントを使ったモニ
タリング (p. 102)」を参照してください。

AWS CloudTrail

AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや関連イベントを
取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出したユーザー
とアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。詳細については、
「AWS RAM による AWS CloudTrail API コールのログ記録 (p. 104)」を参照してください。

AWS RAM CloudWatch イベントを使ったモニタリン
グ
Amazon CloudWatch Events を使用して、内にある特定のイベントに関する自動通知を設定できますAWS 
RAM。AWS RAM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。イベント
は、 CloudWatch イベントを監視し、リソース共有の変更を示すイベントに応答してターゲットを呼び出
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すように設定できます。リソース共有への変更は、リソース共有の所有者およびリソース共有へのアクセ
スを許可されたプリンシパルの両方についてイベントをトリガーします。

イベントパターンを作成するとき、ソースは aws.ram です。

Note

これらのイベントに依存するコードを書くときは注意してください。これらのイベントは、保
証されているわけではなく、最善努力原則に基づいてででででで発行されます。AWS RAMイベ
ントを送信しようとしたときにエラーが発生した場合、サービスはさらに数回試行します。ただ
し、タイムアウトすると、その特定のイベントが失われる可能性があります。

詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドを参照してください。

例:リソース共有障害に関するアラート
Amazon EC2 のキャパシティ予約を組織内の他のアカウントと共有したいシナリオを考えてみましょう。
これを行うことは、コストを削減する良い方法です。

ただし、キャパシティ予約を共有するための前提条件をすべて満たしていないと、リソースの共有に
関連する非同期タスクの実行が通知されずに失敗する可能性があります。共有操作が失敗し、他のアカ
ウントのユーザーがそれらのキャパシティ予約のいずれかを使用してインスタンスを起動しようとする
と、Amazon EC2 はキャパシティ予約がいっぱいになったかのように動作し、代わりにインスタンスをオ
ンデマンドインスタンスとして起動します。その結果、予想よりもコストが高くなる可能性があります。

リソース共有の障害を監視するには、AWS RAMリソース共有が失敗するたびに警告する Amazon 
CloudWatch Events ルールを設定します。以下のチュートリアルでは、Amazon Simple Notification 
Service (SNS) トピックを使用して、 EventBridge リソース共有障害が発見されたときにすべてのトピック
サブスクライバーに通知します。Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple Notification Service デ
ベロッパーガイド を参照してください。

リソース共有が失敗したときに通知するルールを作成するには

1. Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択し、次に [ルール] リストで [ルールの作成] を選択します。
3. ルールの名前とオプションの説明を入力して、[次へ] を選択します。
4. 「イベントパターン」ボックスまでスクロールし、「カスタムパターン (JSON エディター)」を選択

します。
5. 以下のイベントパターンをコピーして貼り付けます。

{ 
  "source": ["aws.ram"], 
  "detail-type": ["Resource Sharing State Change"], 
  "detail": { 
    "event": ["Resource Share Association"], 
    "status": ["failed"] 
  }
}

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [ターゲット 1] の [ターゲットタイプ] で、を選択しますAWS のサービス。
8. [ターゲットの選択] で [SNS トピック] を選択します。
9. [トピック] では、通知を発行する SNS トピックを選択します。このトピックがすでに存在している必

要があります。
10. [次へ] を選択し、もう一度 [次へ] を選択して設定を確認します。
11. オプションでよければ、[ルールを作成] を選択します。
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12. ルールページに戻り、新しいルールが [有効] になっていることを確認します。必要に応じて、ルール
名の横にあるラジオボタンを選択し、[有効にする] を選択します。

そのルールが有効になっている限り、AWS RAMリソース共有が失敗すると、公開先のトピックの受信者
に SNS アラートが生成されます。

また、共有したアカウントから共有キャパシティの予約にアクセスできるかどうかは、そのアカウントか
ら Amazon EC2 コンソールで確認してみることもできます。

AWS RAM による AWS CloudTrail API コールのログ
記録
AWS RAMのAWSサービスによって実行されたアクションをレコードするサービスであると統合されて
いますAWS RAM。AWS CloudTrail CloudTrail の Amazon APIAWS RAM コールをイベントとしてキャプ
チャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS RAM コンソールの呼び出しと、AWS RAM API オペ
レーションへのコード呼び出しが含まれます。追跡を作成する場合は、 CloudTrail のイベントなど、指定
する Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができますAWS RAM。証跡を設
定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最新のイベントを表示できます。 CloudTrail 
によって収集された情報を使用して、AWS RAM に対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレ
ス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時、その他の詳細を判別します。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

AWS RAM内の情報 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。でアクティビティが発生すると
AWS RAM、そのアクティビティは、 CloudTrail AWSイベント履歴の他のサービスイベントと共にイベン
ト履歴に記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳
細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの履歴でのイベントの履歴でのイベントの履歴で
のイベントの履歴でのイベントの履歴でのイベントの履歴

AWS RAM に関するイベントを含めた AWS アカウント内でのイベントの継続的な記録については、証
跡を作成します。証跡により CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォ
ルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたイベン
トデータに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してくだ
さい。

• AWS アカウント の追跡の作成
• AWS のサービス CloudTrail ログとの統合
• のの設定の設定 Amazon SNS の設定の設定の設定の設定の設定の設定の設定の設定の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取るる」および「複数のアカウントからログ

ファイルを受け取る CloudTrail ログファイルを受け取るアカウントからのログファイルの

AWS RAM CloudTrail すべてのアクションはログに記録され、AWS RAMAPI リファレンスに記
載されています。たとえば、CreateResourceShare、AssociateResourceShare、および
EnableSharingWithAwsOrganization の各アクションを呼び出すと、 CloudTrail ログファイルにエン
トリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストを行ったユーザーに関する情報が含まれます。

• AWS アカウントルート認証情報情報情報
• AWS Identity and Access Management (IAM) ロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセキュ

リティ認証情報
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• IAM ユーザーからの長期的なセキュリティ認証情報
• 別の AWS のサービス

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS RAM ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリが含まれています。イベントは、任
意のソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなど
に関する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタッ
クトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、 CloudTrail CreateResourceShareアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "NOPIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/admin", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "BCDIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "admin" 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-03T04:23:19Z", 
    "eventSource": "ram.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateResourceShare", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.1.0", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.2 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.11.2", 
    "requestParameters": { 
        "name": "foo" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "resourceShare": { 
            "allowExternalPrincipals": true, 
            "name": "foo", 
            "owningAccountId": "111122223333", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-share/
EXAMPLE0-1234-abcd-1212-987656789098", 
            "status": "ACTIVE" 
        } 
    }, 
    "requestID": "EXAMPLE0-abcd-1234-mnop-987654567876", 
    "eventID": "EXAMPLE0-1234-abcd-hijk-543234565434", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

AWS RAM での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
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来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。

AWS 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。

AWS RAM 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 RAM 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 RAM 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ている必要があ
ります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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エラー:アカウント ID は存在しません

に関する問題の問題の問題の問題の
問題の問題のAWS RAM

ガイドのこのセクションの情報を使用して、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用する際の
一般的な問題の診断と修正を行います。

トピック
• エラー:「あなたのアカウント IDAWS は組織に存在しません」 (p. 107)
• エラー:"AccessDeniedException」 (p. 108)
• エラー:"UnknownResourceException」 (p. 109)
• 組織外のアカウントと共有しようとしたときのエラー (p. 110)
• 宛先アカウントの共有リソースが表示されない (p. 111)
• エラー:制限を超えました (p. 112)
• 私の組織の他のアカウントには招待状が届きません (p. 113)
• VPC サブネットは共有できません (p. 113)

エラー:「あなたのアカウント IDAWS は組織に存在
しません」

シナリオ
AWSリソースを組織内のアカウントまたは組織単位 (OU) と共有しようとすると、「アカウント ID は組織
に存在しません」というエラーが表示されます。

原因
このエラーは、AWS Resource Access Managerとの統合を有効にしたとき
に、AWSServiceRoleForResourceAccessManagerサービスにリンクされたロールが正常に作成されない
場合に発生する可能性がありますAWS Organizations。

解決策
必要なサービスにリンクされたロールを再作成するには、次の手順を実行して統合をオフにしてから再度
オンにします。

1. IAM ロールまたは管理者権限を持つユーザーを使用して、組織の管理アカウントにサインインしま
す。

2. AWS Organizationsコンソールの「サービス」ページに移動します。
3. 「RAM」を選択します。
4. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS RAMコンソールの [設定] ページに移動します。
6. [共有を有効にする] ボックスを選択しAWS Organizations、[設定を保存] を選択します。
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これで、AWS RAMを使用してリソースを組織内のアカウントや OU と共有できるようになります。

エラー:"AccessDeniedException」
シナリオ
リソースを共有しようとしたり、リソース共有を表示しようとすると、アクセス拒否例外が発生します。

原因
必要な権限がないときにリソース共有を作成しようとすると、このエラーが表示されることがあります。
これは、AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアタッチされたポリシーのアクセ
ス権限が不十分であることが原因である可能性があります。また、AWS Organizationsお客様に影響する
サービスコントロールポリシー (SCP)AWS アカウント による制限が原因で発生することもあります。

解決策
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。

エラーを解決するには、Allowリクエストを行うプリンシパルが使用するアクセス権限ポリシーのステー
トメントによって権限が付与されていることを確認する必要があります。また、権限を組織の SCP によっ
てブロックしてはなりません。

リソース共有を作成するには、次の 2 つの権限が必要です。

• ram:CreateResourceShare

• ram:AssociateResourceShare

リソース共有を表示するには、次の権限が必要です。

• ram:GetResourceShares

リソース共有にアクセス許可を付与するには、次の権限が必要です。

• resourceOwningService:PutPolicyAction
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エラー:不明なリソース例外

これはプレースホルダーです。共有するリソースを所有するサービスのPutPolicy「」権限 (または同等
の権限) に置き換える必要があります。たとえば、Route 53 リゾルバールを共有する場合、必要な権限
は次のようになりますroute53resolver:PutResolverRulePolicy。複数のリソースタイプを含む
リソース共有の作成を許可する場合は、許可するリソースタイプごとに関連する権限を含める必要があ
ります。

以下の例は、このような IAM アクセスポリシーがどのようになるかを示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ram:CreateResourceShare",  
                "ram:AssociateResourceShare", 
                "ram:GetResourceShares", 
                "resourceOwningService:PutPolicyAction" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

エラー:"UnknownResourceException」
シナリオ
次のいずれかのエラーが表示されます。

• 「CannotCreateResourceShare UnknownResourceException:: OrganizationalUnit ou-xxxx が見つかり
ませんでした」

• 「CannotUpdateResourceShare UnknownResourceException:: OrganizationalUnit ou-xxxx が見つかり
ませんでした」

原因
これらのエラーは、コンソールではなくOrganizations コンソールまたはOrganizations 有効化
AWSServiceAccess APIAWS RAMのいずれかを使用して間の統合を有効にした場合に発生する可能性が
あります (p. 15)。AWS OrganizationsAWS RAMOrganizations コンソールまたは API を使用して統合を有
効にしても、AWSServiceRoleForResourceAccessManagerサービスはアカウントにロールを作成し
ません。そのロールは、組織に関する情報にアクセスするために必要です。ロールが作成されていないた
め、組織内のアカウントまたは組織単位 (OU)AWS RAM の詳細にアクセスできません。

解決策
この問題を解決するにはAWS RAM、AWS Organizationsとの統合を無効にしてください。次に、AWS 
RAM EnableSharingWithAwsOrganizationAPI オペレーションを呼び出すか、AWS Management Console
を使用して次の手順を実行して、再度有効にします。

1. IAM ロールまたは管理者権限を持つユーザーを使用して、組織の管理アカウントにサインインしま
す。
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エラー:組織外での共有は許可されていません

2. AWS Organizationsコンソールの「サービス」ページに移動します。
3. 「RAM」を選択します。
4. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS RAMコンソールの [設定] ページに移動します。
6. [共有を有効にする] ボックスを選択しAWS Organizations、[設定を保存] を選択します。

これで、AWS RAMを使用してリソースを組織内のアカウントや OU と共有できるようになります。

組織外のアカウントと共有しようとしたときのエ
ラー

シナリオ
組織外のアカウントとリソースを共有しようとすると、次のいずれかのエラーが表示されます。

• 「リソースを組織外で共有することはできません。 「
• 「共有しようとしているリソースは、AWS組織内でのみ共有できます。 「
• 「InvalidParameterException: プリンシパルアカウント IDAWS が組織にありません。AWS アカウント

リソース共有に外部を追加する権限がありません。 「
• 「OperationNotPermittedException: 共有しようとしているリソースは、AWS組織内でのみ共有できま

す。 「

考えられる原因と解決策
一部のリソースタイプは、同じ組織のアカウントとのみ共有でき
ます。
一部のリソースタイプは、その組織のメンバーではないアカウントと共有できません。この制限があるリ
ソースタイプの例は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の一部であるVirtual Private Cloud 
(Amazon EC2) の一部であるVirtual Private Cloud (Amazon EC2) の一部である仮想プライベート接続 
(VPC

特定のリソースタイプを組織外のアカウントやプリンシパルと共有できるかどうかを確認するには、
「AWS共有可能なリソース」を参照してください。

サービスにリンクされたロールは正常に作成されませんでした
この問題は、AWS RAMとの統合を有効にしたとき
に、AWSServiceRoleForResourceAccessManagerサービスにリンクされたロールが正常に作成され
なかった場合に発生する可能性がありますAWS Organizations。

組織の一部であるアカウントとリソースを共有しようとしたときにこれらのエラーのいずれかが表示され
る場合は、次の手順を実行して、サービスにリンクされたロールを削除して再作成してください。

1. IAM ロールまたは管理者権限を持つユーザーを使用して、組織の管理アカウントにサインインしま
す。

2. AWS Organizationsコンソールの「サービス」ページに移動します。
3. 「RAM」を選択します。
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エラー:共有リソースが表示されない

4. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS RAMコンソールの [設定] ページに移動します。
6. [共有を有効にする] ボックスを選択しAWS Organizations、[設定を保存] を選択します。

宛先アカウントの共有リソースが表示されない
シナリオ
ユーザーは、他のユーザーから共有されていると思われるリソースを見ることはできませんAWS アカウン
ト。

考えられる原因と解決策
の代わりにOrganizationsAWS Organizations を使用して共有を有
効にしましたAWS RAM
の代わりにOrganizations を使用して有効にした場合AWS RAM、組織内での共有は失敗します。AWS 
Organizationsこれが問題の原因かどうかを確認するには、AWS RAMコンソールの [設定] ページに移動
し、[共有を有効にする]AWS Organizations チェックボックスがオンになっていることを確認します。

• このチェックボックスがオンの場合、これは原因ではありません。
• チェックボックスがオフになっている場合は、これが原因である可能性があります。このチェックボッ

クスをまだオンにしないでください。状況を修正するには、次のステップを実行します。

1. IAM ロールまたは管理者権限を持つユーザーを使用して、組織の管理アカウントにサインインしま
す。

2. AWS Organizationsコンソールの「サービス」ページに移動します。
3. 「RAM」を選択します。
4. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
5. AWS RAMコンソールの [設定] ページに移動します。
6. [共有を有効にする] ボックスを選択しAWS Organizations、[設定を保存] を選択します。

共有を更新して、共有する組織内のアカウントまたは組織単位を指定する必要がある場合がありま
す (p. 33)。

リソース共有では、このアカウントをプリンシパルとして指定し
ていません
AWS アカウントリソース共有を作成した場所で、AWS RAMコンソールでリソース共有を表示しま
す (p. 38)。リソースにアクセスできないアカウントがプリンシパルとしてリストされていることを確認し
ます。そうでない場合は、共有を更新してアカウントをプリンシパルとして追加します (p. 33)。

アカウントのロールまたはユーザーには、必要な最低限の権限が
ありません
アカウント A のリソースを別のアカウント B と共有しても、アカウント B のロールとユーザーは共有内
のリソースに自動的にアクセスできません。アカウント B の管理者は、まず、リソースにアクセスする必
要のあるアカウント B の IAM ロールとユーザーにアクセス許可を付与する必要があります。例として、次
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エラー:制限超過例外

のポリシーは、アカウント A のリソースについて、アカウント B のロールとユーザーに読み取り専用アク
セス権を付与する方法を示しています。このポリシーでは、リソースを Amazon リソースネーム (ARN) で
指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ram:Get*", 
                "ram:List*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:<service>:<Region-code>:<Account-A-ID>:<resource-id>" 
        } 
    ]
}

AWS リージョンリソースは現在のコンソール設定と異なります
AWS RAM はリージョンでのサービスです。リソースは特定の場所に存在しAWS リージョン、それらを表
示するには、AWS Management Consoleそのリージョンのリソースを表示するように設定する必要があり
ます。

AWS リージョンコンソールが現在アクセスしているは、コンソールの右上隅に表示されます。変更するに
は、現在のリージョン名を選択し、ドロップダウンメニューからリソースを表示したいリージョンを選択
します。

エラー:制限を超えました
シナリオ
リソースを共有しようとすると、「共有できるリソース数の上限に達しました 
ResourceShareLimitExceededException」または「」が表示されます。

原因
これらのエラーは、共有しようとしているリソースを作成したサービス、AWS RAMまたはサービスを使
用して共有できるリソースの最大数に達したときに発生します。AWS のサービスこのクォータ (以前は制
限と呼ばれていました) は、共有アカウントとリソースを共有しているアカウントの両方に影響します。

解決策
1. クォータを確認するには、AWS アカウントエラーが表示されている場所で、達成しようとしている

クォータの種類に応じて、次のいずれかのページに移動します。
• Service QuotasAWS RAM コンソールのにあるページ
• AWS のサービスリソースにクォータの影響を受けるユーザーのページ

2. 下にスクロールし、関連するクォータを選択します。
3. このクォータで利用できる場合は、[クォータの増額をリクエスト] を選択します。
4. クォータの新しい値を入力して、[Request] を選択します。
5. リクエストは [クォータリクエスト履歴] ページに表示され、リクエストが完了するまでリクエストのス

テータスを確認できます。
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招待状が届きませんでした

私の組織の他のアカウントには招待状が届きません
シナリオ
が管理している同じ組織内の別のアカウントとリソースを共有してもAWS Organizations、そのアカウン
トには招待状が届きません。

原因
これは、AWSアカウントで組織内での共有が有効になっている場合に予想される動作です (p. 15)。

このオプションをオンにして組織内の別のアカウントと共有すると、招待状は送信されず、承認も必要あ
りません。リソース共有でプリンシパルとして参照しているすべての組織アカウントは、共有内のリソー
スへのアクセスをすぐに開始できます。

AWSアカウントで組織内での共有が有効になっていない場合、他のアカウントと共有すると、AWS同じ組
織に属していてもスタンドアロンアカウントとして扱われます。招待状が送信され、ユーザーが共有内の
リソースにアクセスする前に承認する必要があります。

VPC サブネットは共有できません
シナリオ
を使用してAWS RAM VPC サブネットを別のアカウントと共有しようとすると、共有操作は成功します。
ただし、LIMIT EXCEEDEDAWS RAMそのリソースの使用者アカウントはコンソールに表示されます。

原因
個々のリソースタイプによっては、によって適用される制限とは別にサービス固有の制限がありますAWS 
RAM。これらの制限の中には、の制限のいずれかに達していなくても、事実上共有を妨げるものがありま
すAWS RAM。制限はこれらの制限の一例です。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、別のア
カウントと共有できるサブネットの数を制限します。すでに最大数のサブネットを含む消費アカウントと
サブネットを共有しようとすると、LIMIT EXCEEDEDそのリソースのコンソールにその消費アカウント
が表示されます。この制限の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「Amazon 
Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Amazon VPC クォータ — VPC に関するは VPC に関するに説
明しています。

これに対処するには、まず、指定されたリソースを影響を受けるアカウントと共有している可能性のある
他のリソース共有を確認し、不要になった共有を削除します。調整をサポートしている限度額の引き上げ
をリクエストすることもできます。サービスクォータコンソールを使用して、制限の引き上げをリクエス
トしてください。

Note

AWS RAMリミット増加の変化は自動的に検出されません。変更を検出するには、リソースまた
はプリンシパルを RAM のリソース共有に再関連付ける必要があります。
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AWS RAM のサービスクォータ
AWS Resource Access Manager(AWS RAM)AWS アカウント に関しては以下の制限があります。これら
の制限の一部は、リクエストによって引き上げることができます。制限の引き上げをリクエストするに
は、AWS Support にお問い合わせください。

Note

以下のクォータの説明には、次の定義が適用されます。

• リソース—AmazonAWS のサービス S3 バケットや Amazon EC2 インスタンスなど、共有する
要素。リソース共有で参照されている各リソースは、このクォータに対して 1 つとしてカウン
トされます。同じリソースを 3 つの異なるリソース共有で共有すると、このクォータの数が 3 
つ増えます。

• リソース共有 —AWS RAM リソースを共有するために使用できる作成済みのコンテナです。各
リソース共有は、その中に含まれるリソースの数に関係なく、割り当てに対して 1 つとしてカ
ウントされます。

• 共有プリンシパル – リソース共有に関連付けたアイデンティティ。 これには、AWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールまたはユーザー、AWS アカウント識別子、組織単位、
または組織全体を指定できます。リソース共有で参照する共有プリンシパルごとに、クォータ
使用量が 1 つ増えます。ID を参照して組織全体と共有した場合、このクォータでは 1 つとして
カウントされます。

• カスタマー管理権限 — 特定のユースケースに対応するために作成する管理権限で、最小限の権
限で共有リソースの使用方法を管理します。

リソース デフォルトの制限

リソース共有あたりのリソース共有AWS リージョ
ン

25,000

リソースシェアあたりのリソース共有あたりのリ
ソース共有

5,000

リソースシェアあたりのプリンシパルシパルを 5,000

カスタマー管理権限 1,500

リソースタイプごとのカスタマー管理権限の最大
数

10

カスタマー管理権限あたりのバージョンの 5

1 つのすべてのリソース共有におけるリソースアソ
シエーションの最大数AWS リージョン

Note

リソース共有に含まれる各リソースは、
この制限にカウントされます。リソース
が 10 個の異なるリソース共有に含まれて
いる場合は、10 個が制限に含まれます。

25,000
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リソース デフォルトの制限

1 つのリソース共有全体におけるプリンシパルアソ
シエーションの最大数AWS リージョン

Note

リソースシェアに含まれる各プリンシパ
ルは、この制限にカウントされます。1 つ
のプリンシパルが 10 の異なるリソース
シェアに含まれている場合は、10 個が制
限に含まれます。

25,000

共有アカウントあたりの招待あたりの招待数

• このクォータは、AWS同じ組織に属していない
アカウントと共有している送信アカウントにの
み適用されます。

• 受信側アカウントで保有できる保留中の招待数
の

• 招待は、同じアカウントの一部であるアカウ
ント間で共有する場合には使用されません。ま
た、当該のAWSAWS組織内におけるリソース共
有はオンになっています。

20
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AWS SDK での AWS RAM の使用
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを構築しようとする際に役立つ API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。フィードバックリンクを使用してコード例をリクエストし
ます。
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AWS RAM ユーザーガイドのドキュ
メント履歴

次の表は、AWS Resource Access Manager ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたものです。ま
た、お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを更新します。

これらの更新に関する通知については、AWS RAM RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

AWS RAMコンソールにカスタ
マー管理権限のサポートを追加
しました。

サポートされているリソースタイ
プに対するきめ細かなリソースア
クセス制御を安全に作成し、管理
できるようになりました。

2023 年 4 月 19 日

AWS Marketplace共有可能なリ
ソースとしてカタログエンティ
ティのサポートが追加されまし
た。

MarketplaceAWS アカウント で
エンティティを共有できるように
なりました。

2023 年 3 月 27 日

AWS RAMコンソールで権限バー
ジョンを管理するためのサポー
トが追加されました。

AWS RAMコンソールを使用して
バージョンの詳細を表示したり、
デフォルトとして指定されている
バージョンの権限を更新したりで
きるようになりました。

2023 年 1 月 16 日

IAM ベストプラクティスの更
新。 (p. 117)

IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。
詳細については、「Security best 
practices in IAM」(IAM のセキュ
リティのベストプラクティス) を
参照してください。

2023 年 1 月 3 日

共有可能なリソースとして 
Amazon EC2 プレイスメントグ
ループのサポートを追加しまし
た。

Amazon EC2AWS アカウント プ
レイスメントグループを他のユー
ザーと共有してインスタンスを起
動できるようになりました。

2022 年 11 月 8 日

についての2つの紹介ビデオへ
のリンクを追加しましたAWS 
RAM.

AWS RAMリソースを他のユー
ザーと共有する方法を説明し、順
を追って説明する概要動画を追加
しましたAWS アカウント。

2022 年 8 月 29 日

Amazon SageMaker パイプラ
インのサポートが追加されまし
た。

SageMaker パイプラインを他の
ユーザーと共有できるようになり
ましたAWS アカウント。

2022 年 8 月 2 日

AWS Service Catalog 
AppRegistry共有可能なリソース
タイプとしてのアプリケーショ
ンと属性グループのサポートが
追加されました。

AppRegistry アプリケーションと
属性グループを他のユーザーと共
有できるようになりましたAWS 
アカウント。

2022 年 6 月 17 日
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AWS Resource Access 
ManagerSOCとISOの認証を受け
ています。

AWS RAMサービス組織管理
（SOC）および国際標準化
機構（ISO）ISO 9001、ISO 
27001、ISO 27017、ISO 
27018、およびISO 27701規格に
準拠していることが検証されてい
ます。

2022 年 5 月 31 日

AWS Resource Access 
ManagerFedRAMP 認定を受けて
います。

AWS RAMは、Federal Risk 
and Authorization Management 
Program (FedRAMP) への準拠が
検証済みです。

2022 年 4 月 8 日

AWS Resource Access 
ManagerPCI DSS 認証を受けて
います。

AWS RAMは、Payment Security 
Standard (DSS) への準拠が検証
済みです。

2022 年 2 月 27 日

共有可能なリソースとして 
Amazon VPC IP アドレス管理リ
ソース検出のサポートを追加し
ました。また、組織外のアカウ
ントと IP アドレス管理プールを
共有できるようになりました。

IPAM リソース検出を他のユー
ザーと共有できるようになりまし
たAWS アカウント。

2022 年 1 月 25 日

グローバルリソース共有のサ
ポートを追加

グローバルリソースを他のユー
ザーと共有できるようになりまし
たAWS アカウント。

2021 年 12 月 2 日

共有可能なグローバルリソース
としてAWS Cloud WAN コア
ネットワークのサポートが追加
されました。

Cloud WAN コアネットワークを
他のユーザーと共有できるように
なりましたAWS アカウント。

2021 年 12 月 2 日

Amazon VPC IP アドレスマネー
ジャー (IPAM) プール共有の
Support (p. 117)

AWS RAMを使用して Amazon 
VPC IP アドレス管理プールを
共有できます。詳細について
は、AWS RAMユーザーガイド
の「AWS共有可能なリソース」
を参照してください。

2021 年 12 月 1 日

Amazon SageMaker リソースの
共有のSupport (p. 117)

AWS RAM SageMaker を使用し
て系統グループを共有できます。
詳細については、AWS RAMユー
ザーガイドの「AWS共有可能な
リソース」を参照してください。

2021 年 11 月 30 日

AWS Migration Hubリファクタリ
ングスペースのリソース共有の
Support (p. 117)

AWS RAMを使用して、Migration 
Hub 環境を共有できます。詳細
については、AWS RAMユーザー
ガイドの「AWS共有可能なリ
ソース」を参照してください。

2021 年 11 月 29 日

AWS RAMAWSマネージド IAM 
アクセス許可ポリシーに関する
情報を追加しました。

IAM コンソールでアクセスでき
て内のIAM プリンシパルにア
タッチ可能なAWSマネージドア
クセス許可ポリシーAWS アカウ
ントの詳細を公開しました。

2021 年 9 月 16 日
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S3 on Outposts リソース共有の
サポートを追加

を使用すると S3 on Outposts 
を他のユーザーと共有できるよ
うになりましたAWS アカウン
ト。AWS RAM

2021 年 8 月 5 日

IAM プリンシパルとリソースを
共有する追加マネージドアクセ
ス許可の追加

サポートされているリソースタイ
プについては、追加のAWS RAM
マネージドアクセス許可を持つ 
IAM ロールおよびユーザーとリ
ソースを共有できます。

2021 年 6 月 10 日

AWSSystems Manager リソース
共有のサポートを追加

AWS RAMを使用するとAWS 
Systems Manager の連絡先と対
応計画を共有できますAWS アカ
ウント。

2021 年 5 月 10 日

Amazon Route 53 リソース共有
のサポートを追加

を使用すると、Amazon Resolver 
の DNS Firewall ルールグループ
を共有できますAWS アカウン
ト。AWS RAM

2021 年 3 月 31 日

AWS Transit Gatewayリソース共
有のサポートを追加

を使用すると Transit Gateway マ
ルチキャストドメインを共有で
きますAWS アカウント。AWS 
RAM

2020 年 12 月 10 日

AWS Network Firewallリソース共
有のサポートを追加

AWS RAMを使用して、AWS 
Network Firewallファイアウォー
ルポリシーとルールグループを他
のユーザーと共有できるようにな
りましたAWS アカウント。

2020 年 11 月 17 日

Outposts とローカルゲートウェ
イルートテーブル共有のサポー
トを追加

を使用するとAWS RAM 
Outposts とローカルゲートウェ
イルートテーブルを共有できます
AWS アカウント。

2020 年 10 月 15 日

Route 53 クエリログ共有のサ
ポートを追加

を使用すると Route 53AWS 
RAM クエリログを他のユーザー
と共有できますAWS アカウン
ト。

2020 年 9 月 7 日

AWS Private Certificate Authority
リソース共有のサポートが追加
されました。

AWS RAMを使用するとAWS 
Private CAプライベート認証機関 
(CA) を共有できますAWS アカウ
ント。

2020 年 8 月 17 日

AWSGlue データカタログ、およ
びテーブルを共有するサポート
を追加しました。

AWS RAMを使用するとAWS 
Glue データカタログ、および
テーブルを共有できますAWS ア
カウント。

2020 年 7 月 7 日

Amazon VPC プレフィックスリ
ストの共有のサポートを追加し
ました。

を使用すると、プレフィクスリス
トを共有できます。AWS RAM

2020 年 6 月 29 日
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AWS Outpostsカスタマー所有 
IPv4 アドレス共有のサポートを
追加

を使用するとAWS RAMAWS 
Outpostsカスタマー所有の IPv4 
アドレスを共有できますAWS ア
カウント。

2020 年 4 月 22 日

AWS App Meshメッシュ共有の
サポートを追加

AWS RAMを使用してメッシュを
他のユーザーと共有できるように
なりましたAWS アカウント。

2020 年 1 月 17 日

AWS CodeBuildプロジェクト
とレポートグループの共有のサ
ポートを追加

AWS RAMを使用して、AWS 
CodeBuildプロジェクトやレポー
トグループを他のユーザーと共有
できるようになりましたAWS ア
カウント。

2019 年 12 月 13 日

追加リソースの共有のサポート
を追加

を使用すると、Amazon 
EC2 Dedicated Hosts、AWS 
Resource Groupsリソースグ
ループ、Amazon EC2 Image 
Builder コンポーネント、イメー
ジ、AWS アカウントイメージレ
シピを共有できます。AWS RAM

2019 年 12 月 2 日

オンデマンドキャパシティー予
約共有のサポートを追加

を使用すると、AWS RAMオンデ
マンドキャパシティー予約を他の
ユーザーと共有できますAWS ア
カウント。

2019 年 7 月 29 日

Aurora DB クラスター共有のサ
ポートを追加

を使用すると Aurora DB クラス
ターを他のクラスターと共有で
きますAWS アカウント。AWS 
RAM

2019 年 7 月 2 日

トラフィックミラーリングター
ゲット共有のサポートを追加

を使用すると、トラフィックミ
ラーリングターゲットを他のユー
ザーと共有できますAWS アカウ
ント。AWS RAM

2019 年 6 月 25 日

ライセンス設定共有のサポート
を追加

AWS RAMAWSを使用して
License Manager 構成を他のユー
ザーと共有できるようになりまし
たAWS アカウント。

2018 年 12 月 5 日

サブネット共有のサポートを追
加

を使用すると Amazon VPCAWS 
RAM サブネットを他のユーザー
と共有できますAWS アカウン
ト。

2018 年 11 月 27 日

中継ゲートウェイ共有のサポー
トを追加

を使用すると Amazon VPCAWS 
RAM 中継ゲートウェイを他の
ユーザーと共有できますAWS ア
カウント。

2018 年 11 月 26 日

転送ルール共有のサポートを追
加

を使用すると Route 53AWS 
RAM 転送ルールを他のユーザー
と共有できますAWS アカウン
ト。

2018 年 11 月 20 日
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