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基本シナリオ

AWS Secrets Manager とは?
以前は、データベースから情報を取得するカスタムアプリケーションを作成したとき、通常、アプリケー
ション内でデータベースに直接アクセスするための認証情報 (シークレット) を埋め込んでいました。認証
情報を更新するときには、単に新しい認証情報を作成する以上のことが必要でした。新しい認証情報を使
用するために､アプリケーションを更新する時間を費やさなければなりませんでした。次に、更新されたア
プリケーションを配布しました。認証情報を共有している複数のアプリケーションがあり、そのうちの 1
つを更新しなかった場合、アプリケーションは失敗しました。このリスクのために、多くのお客様は定期
的に認証情報を更新せずに、実際のところは代わりに別のリスクを選択していました。
Secrets Manager では、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager
への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得できます。これは、シークレットがコー
ド内に存在しなくなったため、コードを調べる人によってシークレットが侵害されないようにするのに
役立ちます。また、指定したスケジュールに従って自動的にシークレットをローテーションするように
Secrets Manager を設定することもできます。これにより、長期のシークレットを短期のシークレットに
置き換えることが可能となり、侵害されるリスクを大幅に減少させるのに役立ちます｡
Secrets Manager を十分に活用するために理解しておく必要のある用語や概念のリストについては、使用
開始 (p. 10) を参照してください。
トピック
• AWS Secrets Manager の基本シナリオ (p. 1)
• AWS Secrets Manager の機能 (p. 2)
• AWS Secrets Manager の標準への準拠 (p. 4)
• AWS Secrets Manager の料金 (p. 6)
• AWS Secrets Manager のサポートとフィードバック (p. 6)

AWS Secrets Manager の基本シナリオ
この最も基本的なシナリオを以下に図で示します。この図表は、Secrets Manager のデータベースの認証
情報を保存して、これらの認証情報をアプリケーションで使用してデータベースにアクセスできることを
示しています。

1. データベース管理者は、人事データベースに認証情報のセットを作成し、MyCustomApp という名前の
アプリケーションで使用します。また、管理者は、アプリケーションが従業員データベースにアクセス
するために必要なアクセス許可でこれらの認証情報を設定します。
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2. データベース管理者は、これらの認証情報を MyCustomAppCreds という名前の Secrets Manager に
シークレットとして保存します。次に、Secrets Manager は認証情報をシークレット内で暗号化し、保
護されたシークレットテキストとして保存します。
3. MyCustomApp がデータベースにアクセスすると、アプリケーションは Secrets Manager に対して
MyCustomAppCreds という名前のシークレットについてのクエリ 実行します。
4. Secrets Manager はシークレットを取得して、保護されたシークレットテキストを復号し、そのシーク
レットを保護された (TLS を使用した HTTPS) チャネルを介してクライアントアプリケーションに返し
ます。
5. クライアントアプリケーションは、認証情報、接続文字列、およびその他の必要な情報をレスポンスか
ら解析し、その情報を使用してデータベースサーバーにアクセスします。

Note
Secrets Manager は、多くのタイプのシークレットをサポートしています。ただし、Secrets
Manager は、追加のプログラミングを必要とせずに、サポートされている AWS データベー
ス (p. 4)の認証情報をネイティブにローテーションできます。ただし、他のデータベース
またはサービスのシークレットをローテーションするには、カスタム Lambda 関数を作成し
て、Secrets Manager がデータベースまたはサービスとどのようにやりとりするかを定義する必
要があります。その関数を作成するには、プログラミングスキルが必要です。詳細については、
「AWS Secrets Managerシークレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。

AWS Secrets Manager の機能
ランタイムに暗号化されたシークレットの値をプログ
ラムで取得する
Secrets Manager は、アプリケーションのソースコードからハードコードされた認証情報を削除して、ア
プリケーション内には認証情報を保存しないため、セキュリティ体制の改善に役立ちます。認証情報をア
プリケーション内またはアプリケーションと共に保存すると、アプリケーションまたはそのコンポーネン
トを調べることができるすべてのユーザーに、その認証情報が漏洩する可能性があります。また、古い認
証情報を廃止する前に、アプリケーションを更新してすべてのクライアントに変更をデプロイする必要が
あるため、認証情報の更新が困難になります。
Secrets Manager では、保存された認証情報を Secrets Manager ウェブサービスへのランタイム呼び出し
に置き換えることができるため、必要に応じて認証情報を動的に取得できます。
ほとんどの場合、クライアントは暗号化されたシークレット値の最新バージョンにアクセスする必要
があります。暗号化されたシークレット値をクエリするときは、バージョン情報をまったく指定せずに
シークレット名またはその Amazon リソースネーム (ARN) だけを指定することができます。これを行う
と、Secrets Manager は最新バージョンのシークレット値を自動的に返します｡
ただし、他のバージョンも同時に存在する可能性があります。ほとんどのシステムは、接続の詳細、ユー
ザー ID、およびパスワードを含む認証情報の完全なセットなど、1 つの単純なパスワードよりも複雑な
シークレットをサポートしています。Secrets Manager では、これらの認証情報の複数のセットを同時に
保存することができます。Secrets Manager は、各セットを異なるバージョンのシークレットに保存しま
す。シークレットのローテーションプロセス中、Secrets Manager はローテーションが完了するまで、古
い認証情報とこれから使用を開始する新しい認証情報を追跡します。

さまざまなタイプのシークレットを保存する
Secrets Manager では、シークレットの暗号化されたシークレットデータ部分にテキストを保存できま
す。通常、このテキストはデータベースまたはサービスへの接続の詳細です。詳細には、サーバー名、IP
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アドレス、ポート番号、サービスにサインインするために使用されるユーザー名とパスワードが含まれま
す。シークレットについては、「最大値と最小値」を参照してください。保護されたテキストに以下の情
報は含まれません。
• シークレットの名前と説明
• ローテーションまたは有効期限の設定
• シークレットに関連付けられた KMS キーの ARN
• アタッチされた AWS タグ

シークレットデータを暗号化する
Secrets Manager は、AWS Key Management Service (AWS KMS).を使用してシークレットの保護された
テキストを暗号化します。多くの AWS のサービスでは、キーの保存および暗号化に AWS KMS を使用し
ます。AWS KMS により、シークレットは保管時に安全に暗号化されます。Secrets Manager は、すべて
のシークレットを KMS キーに関連付けます。KMS キーとして、アカウント (aws/secretsmanager) の
Secrets Manager の AWS マネージドキー、または AWS KMS で作成したカスタマーマネージド型キーの
いずれかを使用できます。
Secrets Manager が保護されたシークレットデータの新しいバージョンを暗号化するたびに、Secrets
Manager は、KMS キーから新しいデータキーを生成するように AWS KMS にリクエストします。Secrets
Manager は、このデータキーをエンベロープ暗号化に使用します。Secrets Manager は、暗号化された
データキーを、保護されたシークレットデータを使用して保存します。シークレットを復号する必要が
あるたびに、Secrets Manager はデータキーを復号するように AWS KMS にリクエストします。Secrets
Manager はそれを保護されたシークレットデータを復号するために使用します。Secrets Manager では、
データキーは暗号化されていない形式で保存されることはなく、データキーは常に使用後すぐに破棄され
ます。
さらに、Secrets Manager は、デフォルトでオープンスタンダードの Transport Layer Security (TLS) と
Perfect Forward Secrecy を使用するホストからのリクエストのみを受け入れます。Secrets Manager によ
り、シークレットの所得に使用する AWS とコンピュータ間の転送中にシークレットが暗号化されます。

シークレットを自動的にローテーションする
ユーザーが操作しなくても、指定したスケジュールに従ってシークレットを自動的にローテーションする
よう Secrets Manager を設定できます。
AWS Lambda 関数を使用して、ローテーションを定義し、実装します。この関数は、Secrets Manager が
次のタスクを実行する方法を定義します。
• これにより、シークレットの新しいバージョンが作成されます。
• シークレットを Secrets Manager に保存します。
• 新しいバージョンを使用するように保護されたサービスを構成します。
• 新しいバージョンを確認します。
• 新しいバージョンを本番準備完了としてマークします。
ステージングラベルは、シークレットの異なるバージョンを追跡するのに役立ちます。各バージョンに
は複数のステージングラベルをアタッチできますが、各ステージングラベルは 1 つのバージョンにのみ
アタッチできます。例えば、Secrets Manager によって、現在アクティブで使用中のシークレットのバー
ジョンに AWSCURRENT というラベルが付けられます。現在のバージョンのシークレットを常にクエリす
るようアプリケーションを設定する必要があります。ローテーションプロセスで新しいバージョンのシー
クレットが作成されると、テストおよび検証が完了するまで、Secrets Manager によって、新しいバー
ジョンに AWSPENDING というステージングラベルが自動的に付けられます。その後、Secrets Manager は
AWSCURRENT というステージングラベルをこの新しいバージョンに追加します。アプリケーションは、次
回の AWSCURRENT バージョンのクエリで､すぐに新しいシークレットの使用を開始します。
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ローテーションが完全に設定されすぐに使用できる状態のデータ
ベースをサポート
ローテーションを有効にすると、Secrets Manager は、AWS によって記述およびテストされた Lambda
ローテーション関数テンプレートと完全に設定されたローテーションプロセスが含まれる以下の Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS) データベースをサポートします。
• Amazon RDS 上の Amazon Aurora
• Amazon RDS 上の MySQL
• Amazon RDS 上の PostgreSQL
• Amazon RDS 上の Oracle
• Amazon RDS 上の MariaDB
• Amazon RDS 上の Microsoft SQL Server

ローテーションが完全に設定されすぐに使用できる状態のその他
のサービスをサポート
AWS によって記述およびテストされた Lambda ローテーション関数テンプレートと完全に設定された
ローテーションプロセスをフルサポートする以下のサービスでも、ローテーションを有効にすることもで
きます。
• Amazon DocumentDB
• Amazon Redshift
ほとんどすべての他の種類のデータベースやサービスのシークレットを保存することもできます。ただ
し、自動的にシークレットをローテーションするには、カスタム Lambda ローテーション関数を作成し
て設定する必要があります。データベースまたはサービスのカスタム Lambda 関数の記述の詳細について
は、the section called “ローテーションの仕組み” (p. 110) を参照してください。

シークレットへのアクセスの制御
特定のシークレットへのアクセスを許可または拒否するユーザー、グループ、およびロールに AWS
Identity and Access Management (IAM) アクセス許可ポリシーをアタッチすると、それらのシークレット
の管理を制限できます。例えば、メンバーがシークレットを完全に管理および設定する能力を必要とする
グループに､1 つのポリシーをアタッチすることができます。アプリケーションによって使用されるロール
にアタッチされる別のポリシーは、アプリケーションが実行する必要がある 1 つのシークレットに対する
読み取りアクセス権限のみを許可する場合があります。
また、リソースベースのポリシーをシークレットに直接アタッチして、シークレット、およびバージョン
の読み取りや変更を許可するユーザーを指定するアクセス許可を付与することもできます。(ユーザー、
グループ、またはロールに自動的に適用される) アイデンティティベースのポリシーとは異なり、シーク
レットに関連付けられたリソースベースのポリシーは、Principal 要素を使用して、ポリシーの適用対
象を識別します。Principal 要素には、同じアカウントからのユーザーやロールを、他のアカウントか
らのシークレットまたはプリンシパルとして含めることができます。

AWS Secrets Manager の標準への準拠
AWS Secrets Manager は、以下の標準について監査済みであり、コンプライアンスの認定を取得する必要
がある場合にはソリューションの一部となります。
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AWS は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA) コンプライアンスプログ
ラムを拡張し、AWS Secrets ManagerHIPAA 対応サービスとして を含めています。AWS と
事業提携契約 (BAA) を締結している場合は、Secrets Manager を使用して、HIPAA 準拠アプ
リケーションを構築できます。AWS は、AWS を活用してヘルス情報を処理および保存する
方法を詳しく知りたいとお考えのお客様向けに、HIPAA に焦点を当てたホワイトペーパーを
提供しています。詳細については、「HIPAA コンプライアンス」を参照してください。
AWS Secrets Manager は、クレジットカード業界 (PCI) のデータセキュリティ標準 (DSS)
バージョン 3.2、サービスプロバイダーレベル 1 で準拠証明書を取得しています。AWS の製
品やサービスを使用してカード所有者のデータを保存、処理、転送するユーザーは、各自の
PCI DSS 準拠認定の管理に AWS Secrets Manager を使用できます。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。
AWS Secrets Manager は、ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018、および ISO
9001 のコンプライアンス認証を正常に取得しました。詳細については、「ISO 27001」､
「ISO 27017」､「ISO 27018」､および「ISO 9001」を参照してください。

System and Organization Control (SOC) レポートとは、重要なコンプライアンスの統制およ
び目標を Secrets Manager がどのように達成したかを実証する、サードパーティーによる
独立した審査報告書です。このレポートの目的は、オペレーションとコンプライアンスをサ
ポートするよう確立された AWS 統制を、ユーザーおよびユーザーの監査人が容易に把握で
きるようにすることです。詳細については、「SOC コンプライアンス」を参照してくださ
い。
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) は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化されたアプローチを提供しています。また、FedRAMP プログラ
ムは、East/West と GovCloud のサービスおよびリージョン向けに、政府のデータや規制さ
れたデータを消費するための暫定認証も提供します。詳細については、「FedRAMP への準
拠」を参照してください。

米国防総省 (DoD) クラウドコンピューティングセキュリティ要求事項ガイド (SRG) には、ク
ラウドサービスプロバイダー (CSP) が DoD の暫定認証を取得して DoD ユーザーへのサービ
ス提供を可能にする、標準化された評価と承認プロセスが規定されています。詳細について
は、DoD SRG リソースを参照してください。
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オーストラリア政府のお客様は、情報セキュリティ登録評価プログラム (IRAP) を使用して、
適切な制御が行われていることを検証し、オーストラリアサイバーセキュリティセンター
(ACSC) が作成したオーストラリア政府情報セキュリティマニュアル (ISM) の要件に対応す
る適切な責任モデルを決定することができます。詳細については、IRAP リソースを参照して
ください。
Amazon Web Services (AWS) は、アウトソーシングサービスプロバイダーの監査レポート
(OSPAR) の認証を取得しました。AWS は、シンガポール銀行協会 (ABS) のアウトソーシン
グサービスプロバイダーの統制目標と手順に関するガイドライン (ABSガイドライン) に準拠
しています。このことは、シンガポールの金融サービス業界が定めるクラウドサービスプロ
バイダーに対する高い期待にも応えるという、AWS の取り組みをお客様に示すものとなって
います。リソースの詳細については、OSPAR リソースを参照してください。

AWS Secrets Manager の料金
Secrets Manager では、使用した分のみ料金が発生し、最低料金や設定料金はありません。削除対象と
してマークしたシークレットに対しては料金は発生しません。現在の価格の詳細なリストについては、
「AWS Secrets Manager 料金表」を参照してください。
Secrets Manager が作成した AWS マネージドキー (aws/secretsmanager) を使用すると、無料でシー
クレットを暗号化できます。独自の KMS キーを作成してシークレットを暗号化すると、現在の AWS
KMS レートが適用された AWS 料金が発生します。詳細については、「AWS Key Management Service 料
金表」を参照してください。
アカウントで AWS CloudTrail を有効にすると、Secrets Manager が送信する API コールのログを取得で
きます。Secrets Manager はすべてのイベントを管理イベントとして記録します。AWS CloudTrail はす
べての管理イベントの最初のコピーを無料で保存します。ただし、通知を有効にすると、Amazon S3 の
ログストレージと Amazon SNS の料金が発生する場合があります。また、追加の証跡を設定している場
合、管理イベントの追加コピーについては、料金が発生する可能性があります。詳細については、「AWS
CloudTrail 料金表」を参照してください。

AWS Secrets Manager のサポートとフィードバッ
ク
ご意見をお待ちしております。awssecretsmanager-feedback@amazon.com にコメントを送信することが
できます。また、AWS Secrets Manager サポートフォーラムにフィードバックと質問を掲載することがで
きます。AWS Support フォーラムの詳細については、「フォーラムヘルプ」を参照してください。
AWS Secrets Manager コンソールまたはコマンドラインツールの新しい機能をリクエストするに
は、awssecretsmanager-feedback@amazon.com に E メールを送信することをお勧めします。
ドキュメントのフィードバックを提供するには、各ウェブページの下部にあるフィードバックリンクを使
用してください。直面している問題と､そのドキュメントが役に立たなかった理由について､具体的に記述
してください。お客様が実際に見たものと、期待したものとがどのように異なっているかを教えてくださ
い。そのようなコメントは､私たちがドキュメントを改善するために何が必要であるかを理解するのに役立
ちます。
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ここでは、その他のリソースも使用できます。
• AWS トレーニングカタログ – AWS スキルの向上と実践的な経験を積むためのロールベースの専門コー
スとセルフペースのラボです。
• AWS デベロッパーツール – AWS を使用した革新的なアプリケーションの構築に役立つドキュメント、
コード例、リリースノート、その他の情報を含むツールとリソースです。
• AWS Support センター - AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスのヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、その他の有用なリソー
スへのリンクも含まれています。
• 1 AWS Support –対 1 の迅速な対応を行うサポートチャネルは、クラウド上のアプリケーションの構築
と運用を支援します。
• お問い合わせ – AWS 請求、アカウント、イベント、およびその他の問題に関するお問い合わせ先です。
• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。
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AWS Secrets Manager へのアクセス
Secrets Manager は、次の方法で利用できます。
• Secrets Manager コンソール (p. 8)
• コマンドラインツール (p. 8)
• AWS SDK (p. 8)
• HTTPS クエリ API (p. 9)

Secrets Manager コンソール
ブラウザベースの Secrets Manager コンソールを使用してシークレットを管理し、コンソールではシーク
レットに関連するほぼすべてのタスクを実行できます。

コマンドラインツール
AWS コマンドラインツールを使用して、システムのコマンドラインでコマンドを発行すること
で、Secrets Manager およびその他の AWS タスクを実行できます。これは、コンソールを使用するより
も高速でより便利になります。コマンドラインツールは、AWS タスクを実行するスクリプトを構築する場
合にも便利です。
コマンドシェルにコマンドを入力すると、コマンド履歴がアクセスされたり、ユーティリティからコマン
ドパラメータにアクセスされたりするリスクがあります。「the section called “AWS CLI を使用して AWS
Secrets Manager のシークレットを保存する際のリスクを軽減する” (p. 184)」を参照してください。
AWS には、2 セットのコマンドラインツールが用意されています。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• AWS Tools for Windows PowerShell

AWS SDK
AWS SDK は、さまざまなプログラミング言語とプラットフォーム (Java、Python、Ruby、.NET、その
他など) のライブラリとサンプルコードで構成されています。SDK には、暗号署名によるリクエスト、エ
ラーの管理、リクエストの自動再試行などのタスクが含まれます。詳細については、「the section called
“AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。
いずれかの SDK をダウンロードしてインストールするには、「アマゾン ウェブ サービスのツール」を参
照してください。
SDK ドキュメントについては、以下を参照してください。
• C++
• Java
• PHP
• Python
• Ruby
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• .NET
• Node.js
• Go

HTTPS クエリ API
HTTPS クエリ API を使用すると、Secrets Manager および AWS にプログラムでアクセスできま
す。HTTPS クエリ API を使用すると、サービスに HTTPS リクエストを直接発行できます。
Secrets Manager HTTPS クエリ API を直接呼び出すこともできますが、いずれかの SDK を使用すること
をお勧めします。SDK は、本来は手動で行う必要がある多くの便利なタスクを実行します。例えば、SDK
は自動的にリクエストに署名し、該当言語で構文的に適切な構造になるようレスポンスを変換します。
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AWS Secrets Manager の開始方法
組織にはさまざまなタイプのシークレットがあります。ここでは、その一部と、AWS での保存場所を示し
ます。
• AWS 認証情報 – AWS Identity and Access Management
• 暗号化キー – AWS Key Management Service
• SSH キー – Amazon EC2 Instance Connect
• プライベートキーと証明書 – AWS Certificate Manager
• データベースの認証情報 – Secrets Manager
• アプリケーションの認証情報 – Secrets Manager
• OAuth トークン – Secrets Manager
• アプリケーションプログラムインターフェイス (API) キー – Secrets Manager

Secrets Manager の概念
以下の概念は、Secrets Manager の仕組みを理解するうえで重要です。

シークレット
Secrets Manager では、シークレットは、シークレット情報、シークレット値、およびシークレットに関
するメタデータで構成されます。シークレット値には、文字列またはバイナリを使用できます。複数の文
字列値をシークレットに保存するには、キーと値のペアを使用した JSON テキスト文字列を使用すること
をお勧めします。次に例を示します。
{

}

"host"
"port"
"username"
"password"
"dbname"
"engine"

:
:
:
:
:
:

"ProdServer-01.databases.example.com",
"8888",
"administrator",
"EXAMPLE-PASSWORD",
"MyDatabase",
"mysql"

シークレットのメタデータには以下が含まれます。
• 次の形式の Amazon リソースネーム (ARN)
arn:aws:secretsmanager:<Region>:<AccountId>:secret:SecretName-6RandomCharacters

• シークレットの名前、説明、リソースポリシー、タグ
• Secrets Manager がシークレット値を暗号化したり復号したりするために使用する AWS KMS key であ
る暗号化キーの ARN Secrets Manager はシークレットテキストを常に暗号化された形式で保存し、転送
中のシークレットを暗号化します。the section called “シークレット暗号化と復号” (p. 188) を参照して
ください。
• シークレットをローテーションする方法に関する情報 (ローテーションを設定した場合) the section
called “[Rotation] (ローテーション)” (p. 11) を参照してください。
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Secrets Manager は、IAM アクセス許可ポリシーを使用して、認証されたユーザーのみがシークレッ
トにアクセスまたは変更できるようにします。AWS Secrets Manager の認証とアクセスコントロー
ル (p. 30) を参照してください。
シークレットには、暗号化されたシークレット値のコピーを保持している複数のバージョンがあります。
シークレットの値を変更するか、シークレットをローテーションすると、Secrets Manager は新しいバー
ジョンを作成します。the section called “バージョン” (p. 12) を参照してください。
シークレットをレプリケートすることによって、シークレットを複数の AWS リージョン で使用できま
す。シークレットをレプリケートする場合、元のシークレットをコピーするか、レプリカシークレットと
呼ばれるプライマリシークレットを作成します。レプリカシークレットは、プライマリシークレットにリ
ンクされたままになっています。「」を参照してくださいthe section called “シークレットを他のリージョ
ンにレプリケートする” (p. 67)
「」を参照してくださいシークレットの作成と管理 (p. 54)

[Rotation] (ローテーション)
ローテーションとは、定期的にシークレット情報を更新して、攻撃者が認証情報にアクセスするのをよ
り困難にするプロセスです。Secrets Manager では、シークレットの自動ローテーションを設定できま
す。Secrets Manager がシークレットをローテーションすると、シークレットおよびデータベースまたは
サービスの認証情報が更新されます。「シークレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。

ローテーション戦略
Secrets Manager には、次の 2 つのローテーション戦略が用意されています。
• ローテーション戦略: シングルユーザー (p. 11)
• ローテーション戦略: 交代ユーザー (p. 11)

ローテーション戦略: シングルユーザー
この戦略は、1 つのシークレット内で 1 人のユーザーの認証情報を更新します。ユーザーには、自身のパ
スワードを更新する権限が必要です。これは最も簡単なローテーション戦略であり、ほとんどのユース
ケースに使用することができます。
シークレットがローテーションしても、開いているデータベース接続は切断されません。ローテーション
の実行中、データベース内のパスワードが変更されてからシークレットが更新されるまでには少し時間が
かかります。その間に、ローテーションされた認証情報を使用する呼び出しがデータベースによって拒否
されるリスクは低く抑えられています。このリスクは、適切な再試行戦略を適用することで低減すること
が可能です。ローテーション後、新しい接続は新しい認証情報を使用します。

ローテーション戦略: 交代ユーザー
この戦略は、1 つのシークレット内で 2 人のユーザーの認証情報を更新します。最初のユーザーを作成
し、その最初のローテーション中に、ローテーション関数がユーザーのクローンを作成して 2 人目のユー
ザーを作成します。シークレットがローテーションされるたびに、ローテーション関数はパスワードを更
新するユーザーを切り替えます。ほとんどのユーザーにはクローン作成権限がないため、superuser の
認証情報を別のシークレット内で用意する必要があります。データベース内のクローンユーザーが元の
ユーザーと同じ権限を持っていない場合は (アドホックユーザーまたはインタラクティブユーザーとよく
呼ばれます)、シングルユーザーローテーション戦略を使用することをお勧めします。
この戦略は、1 つ目のロールがデータベーステーブルを所有し、2 つ目のロールにそのデータベーステー
ブルへのアクセス許可を付与するといった権限モデルのデータベースに適しています。また、高可用性を
必要とするアプリケーションにも適しています。アプリケーションは、ローテーション中にシークレット
を取得しても、引き続き有効な認証情報セットを取得します。ローテーション後、user と user_clone
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の両方の認証情報が有効になります。このタイプのローテーション中にアプリケーションが拒否される可
能性は、シングルユーザーのローテーション比較すると一段と低くなります。データベースをホストして
いるサーバーファームでパスワードの変更がサーバー全体に伝播するまでに時間がかかる場合には、新し
い認証情報を使用する呼び出しがデータベースによって拒否されるおそれがあります。このリスクは、適
切な再試行戦略を適用することで低減することが可能です。

バージョン
シークレットには、暗号化されたシークレット値のコピーを保持している複数のバージョンがあります。
シークレットの値を変更するか、シークレットをローテーションすると、Secrets Manager は新しいバー
ジョンを作成します。
Secrets Manager はシークレットの履歴をバージョンと一緒に保存しません。代わりに、そのシークレッ
トバージョンに AWSPREVIOUS でタグを付けることで、以前のシークレット値を追跡します。ローテー
ション中、Secrets Manager は、そのシークレットバージョンに AWSPENDING でタグを付けることで、
次のシークレット値も追跡します。シークレットは、かならず AWSCURRENT バージョンを持っていま
す。AWSCURRENT バージョンは、別のバージョンを指定しない限り、シークレット値を取得したときに
Secrets Manager が返すものです。
AWS CLI または AWS SDK で UpdateSecretVersionStage を使用して、独自のラベルを持つ他のバー
ジョンを追加できます。シークレットには、最大 20 のステージングラベルをアタッチできます。シーク
レットの 2 つのバージョンで同じステージングラベルを持つことはできません。あるバージョンにラベル
が付いていない場合、Secrets Manager はそれを非推奨と見なします。Secrets Manager は、100 を超え
る場合は、非推奨のシークレットバージョンを削除します。ただし、Secrets Manager は 24 時間以内に作
成されたバージョンは削除しません。
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AWS Secrets Manager のチュートリ
アル
トピック
• ハードコードされたシークレットをAWS Secrets Managerに移動する (p. 13)
• ハードコードされたデータベース認証情報を AWS Secrets Manager に移行する (p. 16)
• AWS Secrets Manager のシングルユーザーローテーションを設定する (p. 19)
• AWS Secrets Manager に交代ユーザーローテーションを設定する (p. 26)

ハードコードされたシークレットをAWS Secrets
Managerに移動する
コードにプレーンテキストのシークレットがある場合は、それらをローテーションして Secrets Manager
に保存することをお勧めします。シークレットを Secrets Manager に移動すると、コードを見るすべての
人にシークレットが表示されるという問題が解決されます。これは、コードが Secrets Manager から直接
シークレットを取得するためです。シークレットを回転すると、現在のハードコードされたシークレット
が無効になり、無効になります。
データベースクレデンシャルシークレットについては、ハードコードされたデータベース認証情報を AWS
Secrets Manager に移行する (p. 16)を参照してください。
開始する前に、シークレットにアクセスする必要があるユーザーを特定する必要があります。シークレッ
トへのアクセス権限を管理するには、2 つの IAM ロールを使用することをお勧めします。
• 組織内のシークレットを管理するロール。詳細については、the section called “Secrets Manager 管理者
のアクセス許可” (p. 30)を参照してください。このロールを使用して、シークレットを作成してロー
テーションします。
• 実行時にシークレットを使用できるロール。たとえば、このチュートリアルで
はRoleteSecretaRuntime を取得するための役割。コードは、シークレットを取得するためにこの
ロールを引き受けます。このチュートリアルでは、1 つのシークレット値を取得する権限のみをロール
に付与し、シークレットのリソースポリシーを使用してアクセス許可を付与します。代替手段について
は、the section called “次のステップ” (p. 15)を参照してください。
ステップ:
• ステップ 1：

シークレットを作成する (p. 13)

• ステップ 2: コードを更新する (p. 15)
• ステップ 3: シークレットを更新する (p. 15)
• 次のステップ (p. 15)

ステップ 1：

シークレットを作成する

最初のステップは、既存のハードコードされたシークレットを Secrets Manager にコピーすることです。
シークレットが関連している場合AWSリソースを使用して、リソースと同じリージョンに保存します。そ
れ以外の場合は、ユースケースのレイテンシーが最小のリージョンに保存します。
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ステップ 1： シークレットを作成する

シークレットを作成するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットを保存する) を選択します｡

3.

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[Secret type] (シークレットタイプ) で、 [Other type of secret(他の種類のシークレット)]を選択し
ます。

b.

シークレットを次のように入力してください。キー/値ペアまたはでプレーンテキストが使用され
ます。例:
API キーのキーと値のペア:
ClientID:client_id
ClientSecret : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
クレデンシャルキーと値のペア:
Username:Saanvis
Password:#-#####
OAuth トークンのプレーンテキスト:
AKIAI44QH8DHB#
デジタル証明書プレーンテキスト:
-----BEGIN CERTIFICATE----EXAMPLE
-----END CERTIFICATE-----

プレーンテキストプライベートキー
–---BEGIN PRIVATE KEY –-EXAMPLE
––-- END PRIVATE KEY –---

4.

c.

[Secrets Manager] (暗号化キー) で aws/secretsmanager を選択すると、Secrets Manager に AWS
マネージドキー マネージドキーを使用します。このキーを使用してもコストは発生しません。独
自のカスタマーマネージドキーを使用することもできます (例えば、別の AWS アカウント アカ
ウントからシークレットにアクセスする場合など (p. 34))。

d.

[Next] を選択します。

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[Description] を入力します。シークレット名および説明。

b.

In (イン)リソースのアクセス許可で、アクセス許可の編集。次のポリシーを [] に貼り付けま
す。RoleteSecretaRuntime ##########シークレットを取得してから、保存。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleToRetrieveSecretAtRuntime"
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}

c.

]

}

},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*"

ページの最下部にある [Next] を選択します。

5.

[Configure rotation] (ローテーションを設定する) ページで、回転をオフにしておきます。[Next] を選択
します。

6.

[Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。

ステップ 2: コードを更新する
コードは IAM ロールを引き受ける必要があります。RoleteSecretaRuntime##########シークレット
を取得できるようにします。詳細については、次を参照してください。IAM ロール (AWSAPI)。
次に、Secrets Manager が提供するサンプルコードを使用して、Secrets Manager からシークレットを取
得するようにコードを更新します。

サンプルコードを見つけるには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。

3.

サンプルコードまで下にスクロールします。プログラミング言語を選択し、コードスニペットをコ
ピーします。

アプリケーションで、ハードコードされたシークレットを削除し、コードスニペットを貼り付けます。
コード言語によっては、スニペット内の関数またはメソッドへの呼び出しを追加する必要がある場合があ
ります。
ハードコードされたシークレットの代わりにシークレットを使用して、アプリケーションが期待どおりに
動作することをテストします。

ステップ 3: シークレットを更新する
最後のステップとして、ハードコードシークレットを取り消して更新します。シークレットを取り消して
更新する手順については、シークレットのソースを参照してください。たとえば、現在のシークレットを
非アクティブ化し、新しいシークレットを生成する必要がある場合があります。

シークレットを新しい値で更新するには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

Secretsを選択し、シークレットを選択します。

3.

Secret detailsページで、下へスクロールし、Retrieve secret valueを選択します。

4.

シークレットを更新し、保存。

次に、アプリケーションが新しいシークレットで期待どおりに動作することをテストします。

次のステップ
コードからハードコードされたシークレットを削除した後、次に考慮すべきアイデアをいくつか挙げま
す。
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• Java および Python アプリケーションでハードコードされたシークレットを見つけるには、以下をお勧
めします。Amazon CodeGuru Reviewer。
• シークレットをキャッシュすることで、パフォーマンスを向上させ、コストを削減できます。詳細につ
いては、「」、「」を参照してください。
• 複数のリージョンからアクセスするシークレットについては、レイテンシーを改善するためにシーク
レットを複製することを検討してください。詳細については、「」、「」を参照してください。
• このチュートリアルでは、次の作業を行います。RoleteSecretaRuntime ##########シークレット
値の取得許可のみ。シークレットに関するメタデータを取得したり、シークレットのリストを表示した
りするために、ロールにさらに権限を付与するには、を参照してください。the section called “アクセス
許可ポリシーの例” (p. 36)。
• このチュートリアルでは、次のアクセス許可を付与しました。RoleteSecretaRuntime #########
#シークレットのリソースポリシーを使用します。権限を付与するその他の方法については、を参照して
ください。the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチする” (p. 31)。

ハードコードされたデータベース認証情報を AWS
Secrets Manager に移行する
コード内に平文のデータベース認証情報がある場合は、認証情報を Secrets Manager に移動して、すぐに
ローテートすることをお勧めします。認証情報を Secrets Manager に移動することで、コードを見た人に
認証情報が見えるという問題が解決されます。なぜなら、今後、あなたのコードは Secrets Manager から
直接認証情報を取得するからです。シークレットを回転させると、パスワードが更新され、現在のハード
コードされたパスワードが無効となるように取り消されます。
Amazon RDS、Amazon Redshift、および Amazon DocumentDB データベースの場合、このページの手順
を使用してハードコードされた認証情報を Secrets Manager に移動させることができます。他のタイプの
認証情報や他のシークレットについては、「the section called “ハードコードされたシークレットを置き換
える ” (p. 13)」を参照してください。
開始する前に、シークレットへのアクセスが必要なユーザーを決める必要があります。シークレットへの
アクセス権限を管理するために、2 つの IAM ロールを使用することをお勧めします。
• 組織のシークレットを管理するロール。詳細については、「the section called “Secrets Manager 管理者
のアクセス許可” (p. 30)」を参照してください。このロールを使用してシークレットを作成し、ロー
テーションします。
• 実行時に認証情報を使用できるロール、このチュートリアルでは
RoleToRetrieveSecretAtRuntime です。コードは、このロールを担ってシークレットを取得しま
す。
ステップ:
• ステップ 1: シークレットを作成する (p. 16)
• ステップ 2: コードを更新する (p. 17)
• ステップ 3: シークレットをローテーションする (p. 18)
• 次のステップ (p. 19)

ステップ 1: シークレットを作成する
最初のステップは、既存のハードコードされた認証情報を、Secrets Manager でシークレットにコピーす
ることです。レイテンシーを最低限に抑えるために、シークレットをデータベースと同じリージョンに保
存します。
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シークレットを作成する
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットを保存する) を選択します｡

3.

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[Secret type] (シークレットタイプ) で、保存するデータベース認証情報のタイプを選択します。
• Amazon RDS データベース
• Amazon DocumentDB データベース
• Amazon Redshift クラスター。
• その他のタイプのシークレットについては、「ハードコードされたシークレットを置き換え
る」を参照してください。

4.

b.

認証情報を使用する場合、データベースの既存のハードコードされた認証情報を入力します。

c.

暗号化キーは、aws/secretsmanager を選択し、Secrets Manager 用の AWS マネージドキー を使
用します。このキーを使用してもコストは発生しません。また、他の AWS アカウント からシー
クレットにアクセスする (p. 34)場合など、自分のカスタマーマネージドキーを使用することも
できます。

d.

[Database] (データベース) で、 データベースを選択します。

e.

[Next] を選択します。

[Configure secret] (シークレットを設定する) ページで、次の操作を行います。
a.

わかりやすいシークレット名と説明を入力します。

b.

[Resource permissions] (リソースのアクセス許可) で、[Edit permissions] (アクセス許可の編集)
を選択します。RoleToRetrieveSecretAtRuntime がシークレットを取得できるように以下
のポリシーを貼り付け、[保存]を選択します。
{

}

c.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleToRetrieveSecretAtRuntime"
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*"
}
]

ページの最下部にある [Next] (次へ) を選択します。

5.

リポジトリの [Configure rotation] (ローテーションを設定する) ページでは、今のところローテーショ
ンはオフにしておきます。後でオンにします。[Next] (次へ) を選択します。

6.

[Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。

ステップ 2: コードを更新する
コードは、シークレットを取得できるように、IAMロール RoleToRetrieveSecretAtRuntime を想定
している必要があります。詳細については、「Switching to an IAM role (AWS API)」(IAMロールへの切り
替え ( API)) を参照してください。
次に、Secrets Manager が提供するサンプルコードを使用して、Secrets Manager からシークレットを取
得するようにコードを更新します。
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サンプルコードを見るには
1.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.
3.

[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。
[サンプルコード] を下にスクロールします。言語を選択し、コードスニペットをコピーします。

アプリケーションで、ハードコードされた認証情報を削除し、コードスニペットを貼り付けます。コード
言語によっては、スニペットの中に関数やメソッドの呼び出しを追加する必要があります。
ハードコードされた認証情報の代わりにシークレットを使用して、アプリケーションが期待通りに動作す
ることをテストしてください。

ステップ 3: シークレットをローテーションする
最後のステップは、シークレットのローテーションによってハードコードされた認証情報を失効させるこ
とです。ローテーションとは、シークレットを定期的に更新するためのプロセスのことです。シークレッ
トのローテーションを行うと、シークレットとデータベースの両方で認証情報が更新されます。Secrets
Manager は、設定したスケジュールで自動的にシークレットをローテーションすることができます。
ローテーションの設定の一部として、Lambda ローテーション関数が Secrets Manager とデータベース
の両方にアクセスできることを確認する必要があります。自動ローテーションをオンにすると、Secrets
Manager は Lambda ローテーション機能をデータベースと同じ VPC に作成し、データベースへのネット
ワークアクセスができるようにします。Lambda ローテーション関数は、Secrets Manager を呼び出して
シークレットを更新することも可能でなければなりません。Lambda から Secrets Manager への呼び出し
が AWS インフラから出ないように、VPC 内に Secrets Manager のエンドポイントを作成することをお勧
めします。手順については、VPC エンドポイント (p. 138) を参照してください。

ローテーションを有効にするには
1.
2.
3.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。
シークレットの詳細ページで、[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションの [Edit
rotation] (ローテーションの編集) を選択します。

4.

[Edit rotation configuration] (ローテーション設定の編集) ダイアログボックスで、次の操作を行いま
す。
a.
b.
c.
d.
e.
f.

[Automatic rotation] (自動ローテーション) を有効化します。
[ローテーションのスケジュール]で、UTC タイムゾーンでスケジュールを入力します。
シークレットを保存したときにシークレットをローテーションするには、[Rotate immediately
when the secret is stored] (シークレットが保存されたときにすぐにローテーションする) を選択し
ます。
ローテーション関数で、[Create a new Lambda function] (新しい Lambda 関数の作成) を選択し、
新しい関数の名前を入力します。Secrets Manager は、関数名の先頭に「SecretsManager」を追
加します。
[Use separate credentials to rotate this secret] (このシークレットのローテーションに別の認証情
報を使用する) については、[No] (いいえ) を選択します。
[Save] (保存) を選択します。

シークレットがローテーションしたことを確認するには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.
3.

[Secrets] (シークレット) で、シークレットを選択します。
[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、下へスクロールし、[Retrieve secret value] (シーク
レットの値を取得する) を選択します。

18

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
次のステップ

シークレットの値が変更された場合、ローテーションは成功したことになります。シークレットの値
が変更されなかった場合、ローテーション関数の CloudWatch Logs を見て ローテーションのトラブ
ルシューティング (p. 126) する必要があります。
ローテーションされたシークレットを使用して、アプリケーションが期待どおりに動作するかどうかテス
トします。

次のステップ
コードからハードコードされたシークレットを削除した後、次に検討すべきいくつかの項目を挙げます。
• シークレットをキャッシュすることで、パフォーマンスを向上させ、コストを削減することができま
す。詳細については、「シークレットの取得 (p. 71)」を参照してください。
• 別のローテーションスケジュールを選択できます。詳細については、「the section called “スケジュール
式” (p. 136)」を参照してください。
• Java や Python のアプリケーションでハードコードされたシークレットを見つけるには、Amazon
CodeGuru Reviewer をお勧めします。

AWS Secrets Manager のシングルユーザーロー
テーションを設定する
このチュートリアルでは、データベース管理者の認証情報を含むシークレットに対して、シングルユー
ザーローテーションを設定する方法について学びます。シングルユーザーローテーションとは、Secrets
Manager がシークレットとデータベース両方で 1 人のユーザーの認証情報を更新するローテーション戦略
です。(詳しくは、「the section called “シングルユーザー” (p. 11)」を参照してください。)
このチュートリアルの大半は、現実に即した環境を設定することから構成されます。ローテーションの仕
組みをご覧いただくため、このチュートリアルでは Amazon RDS MySQL データベースの例を使用しま
す。セキュリティ上の理由から、このデータベースはインターネットアクセスが許可されていない VPC
に置かれています。お使いのローカルコンピュータからインターネット経由でこのデータベースに接続す
るときは、このデータベースに接続できるが、インターネット経由での SSH 接続も可能な VPC 内のサー
バー、踏み台ホストを使用します。このチュートリアルで使用する踏み台ホストは Amazon EC2 インスタ
ンスであり、このインスタンスのセキュリティグループでは、他のタイプの接続は禁止されています。
チュートリアルの前提条件の一環として、データベースの管理者認証情報を含むシークレットも、作成し
ます。このシークレットは、最初はローテーションがオンになっていません。自動ローテーションをオン
にする方法は、このチュートリアルの中で学習します。
目次
• 許可 (p. 20)
• 前提条件 (p. 20)
• 前提条件 A: Amazon RDS データベース、Amazon VPC、Secrets Manager シークレッ
ト (p. 20)
• 前提条件 B: インターネットゲートウェイ (p. 21)
• 前提条件 C: セキュリティグループ (p. 21)
• 前提条件 D: Amazon EC2 インスタンス (p. 22)
• 前提条件 E: MySQL ワークベンチ (p. 23)
• ステップ 1: 元のパスワードを使って接続する (p. 23)
• ステップ 2: Secrets Manager エンドポイントを作成する (p. 24)
• ステップ 3: シークレットをローテーションする (p. 24)
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• ステップ 4: ローテーションされたパスワードをテストする (p. 25)
• ステップ 5: のリソースをクリーンアップする (p. 25)
• 次のステップ (p. 26)

許可
このチュートリアルの前提条件として、AWS アカウント の管理者権限が必要となります。本番稼働環境
では、各ステップで異なるロールを使用するのがベストプラクティスとなります。例えば、Amazon RDS
データベースの作成にはデータベース管理者権限を持つロールを使用し、VPC とセキュリティグループの
設定にはネットワーク管理者権限を持つロールを使用します。チュートリアルの各ステップでは同じアイ
デンティティを使用することが推奨されます。
本番稼働環境で許可を設定する方法については、「認証とアクセスコントロール (p. 30)」を参照してく
ださい。

前提条件
このチュートリアルでは、以下が必要になります。
• 前提条件 A: Amazon RDS データベース、Amazon VPC、Secrets Manager シークレット (p. 20)
• 前提条件 B: インターネットゲートウェイ (p. 21)
• 前提条件 C: セキュリティグループ (p. 21)
• 前提条件 D: Amazon EC2 インスタンス (p. 22)
• 前提条件 E: MySQL ワークベンチ (p. 23)

前提条件 A: Amazon RDS データベース、Amazon
VPC、Secrets Manager シークレット
このチュートリアルでは、これらのリソースをコンソールから作成するのではなく、CloudFormation
スタックを作成するためのテンプレートが付属している AWS CloudFormation を使用しま
す。CloudFormation スタックおよびテンプレートの詳細については、「AWS CloudFormation の概念」を
参照してください。

CloudFormation のテンプレートを入手するには
•

the section called “Amazon RDS 認証情報を使ってシークレットを作成する” (p. 142) へ進み、コー
ドを新しいファイルに保存します。JSON か YAML のいずれかを使用できます。

テンプレートからスタックを作成するには
1.

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

2.

[Stacks] (スタック) で [Create stack] (スタックの作成) を選択し、[With new resources] (新しいリソー
スを使用) を選択します。

3.

[Create stack] (スタックの作成) ページの [Prerequisite - Prepare template] (テンプレートの準備)
で、[Template is ready] (テンプレートの準備完了) を選択します。

4.

[Template source] (テンプレートのソース) で、[Upload a template file] (テンプレートファイルのアッ
プロード) を選択します。

5.

[Choose file] (ファイルを選択) を選択し、保存したファイルを選択します。

6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

[Specify stack details] (スタックの詳細を指定) ページで、スタック名
(SecretsManagerRotationTutorial など) を入力し、[Next] (次へ) を選択します。
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8.

[Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページで、[Next] (次へ) を選択します。

9.

[Review] (確認) ページで、[Create stack] (スタックの作成) を選択します。

CloudFormation のコンソールで新しいスタックが開き、テンプレート内でリソースの作成が始まります。
このプロセスには最長 30 分かかることがあります。プロセスの進行状況は、[Events] (イベント) から確認
できます。イベントを更新するときは、更新ボタンを選択します。
スタックが完成すると、[Logical ID] (論理 ID) の [SecretsManagerRotationTutorial] の表示が [Status
CREATE_COMPLETE] になります。

前提条件 B: インターネットゲートウェイ
このチュートリアルでは、インターネットゲートウェイを作成し、これを VPC にアタッチして、トラ
フィックが VPC を通過できるようにする必要があります。VPC の外部に向かうトラフィックを VPC のイ
ンターネットゲートウェイに送信するために、ルートテーブルにルートを作成します。詳細については、
「インターネットゲートウェイを使用してインターネットに接続する」を参照してください。

インターネットゲートウェイを作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

[Internet Gateways] (インターネットゲートウェイ) を選択し、[Create internet gateway] (インター
ネットゲートウェイの作成) を選択します。

3.

[Create internet gateway] (インターネットゲートウェイの作成) ページで、[Name tag] (名前タグ) に
SecretsManagerTutorialGateway を入力し、[Create internet gateway] (インターネットゲート
ウェイを作成) を選択します。

4.

[igw-**** / SecretsManagerTutorialGateway] ページの緑色のバナーで、[Attach to a VPC] (VPC にア
タッチ) を選択します。

5.

[Attach to VPC] (VPC にアタッチ) ページで、[Available VPCs] (利用可能な VPC) に vpc-**** SecretsManagerTutorial を選択し、[Attach internet gateway] (インターネットゲートウェイをア
タッチ) を選択します。

インターネットゲートウェイのルートを追加するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

[Route tables] (ルートテーブル) を選択し、[VPC] vpc-**** | SecretsManagerTutorial に関
連付けられた [Route table ID] (ルートテーブル ID) を選択します。列 [VPC] を表示するために、スク
ロールが必要になる場合があります。
[Actions] (アクション) を選択し、[Edit routes] (ルートの編集) を選択します。
[Edit routes] (ルートの編集) ページで [Add Route] (ルートの追加) を選択して、以下を実行します。

3.
4.

a.

[送信先] に「0.0.0.0/0」と入力します。

b.

[Target] (ターゲット) で [Internet Gateway] (インターネットゲートウェイ) を選択し、igw-****
(SecretsManagerTutorialGateway) を選択します。

c.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

前提条件 C: セキュリティグループ
インバウンドの SSH トラフィックに、後のステップで作成する Amazon EC2 踏み台ホストへのアクセス
を許可するため、セキュリティグループを作成します。

SSH に踏み台ホストへのアクセスを許可するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
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2.

[Security Groups] (セキュリティグループ) を選択して、[Create security group] (セキュリティグルー
プの作成) を選択します。

3.

[Security group name] (セキュリティグループ名) に SecretsManagerTutorialAccess と入力しま
す。

4.

[Description] (説明) に Allows SSH access to bastion host と入力します。

5.

[VPC] で、vpc-**** (SecretsManagerTutorial) を選択します。他の選択肢を表示するには、
あらかじめ入力されたテキストを削除しなければならない場合があります。

6.

[Inbound Rules] (インバウンドルール) で [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。

7.

インバウンドルール 1 で、次を実行します。

8.

a.

[Type] (タイプ) で、SSH を選択します。

b.

[Source] (ソース) で、My IP を選択します。

[セキュリティグループの作成] を選択します。

前提条件 D: Amazon EC2 インスタンス
VPC のデータベースにアクセスするには、踏み台ホストを使用します。踏み台ホストは VPC にもありま
すが、これを使用すると、ローカルのコンピュータは SSH 経由でデータベースに接続できるようになりま
す。データベースに踏み台ホストからアクセスすることができます。

踏み台ホストの EC2 インスタンスを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[Instances] (インスタンス) を選択し、[Launch instance] (インスタンスの作成) を選択します。

3.

[Step 1] (ステップ 1) ページで、デフォルトの Amazon Linux 2 AMI (HMV) Kernel 5.10 を選
択し、[Select] (選択) をクリックします。

4.

[Step 2] (ステップ 2) ページで、デフォルトの t2.micro を選択し、[Next: Configure details] (次へ:
インスタンスの詳細の設定) を選択します。

5.

[Step 3] (ステップ 3) ページで、以下の操作を行います。
a.

[Network] (ネットワーク) で vpc-**** SecretsManagerTutorial を選択します。

b.

[Auto-assign Public IP] (自動割り当てパブリック IP) で、Enable を選択します。

c.

[Next: Add Storage] (次の手順: ストレージの追加) をクリックします。

6.

[Step 4] (ステップ 4) ページで、[Next: Add Tags] (次へ: タグの追加) を選択します。

7.

[Step 5] (ステップ 5) ページで、[Add Tag] (タグの追加) を選択します。
[Key] (キー) に Name、[Value] (値) に SecretsManagerTutorialInstance をそれぞれ入力
し、[Next: Configure Security Group] (次へ: セキュリティグループの設定) を選択します。

8.

[Step 6] (ステップ 6) ページの [Assign a security group] (セキュリティグループの割り当て)
で、[Select an existing security group] (既存のセキュリティグループを選択する) を選択します。

9.

[Security group ID] (セキュリティグループ ID) で、名前に default と
SecretsManagerTutorialAccess が付くセキュリティグループを選択し、[Review and Launch]
(確認と作成) を選択します。

10. [Step 7] (ステップ 7) ページで、[Launch] (作成) を選択します。
11. [Select an existing key pair] (既存のキーペアを選択する) ダイアログボックスで、次を実行します。
a.

[Create a new key pair] (新しいキーペアの作成) を選択します。

b.

[Key Pair Name] (キーペア名) に SecretsManagerTutorialKeyPair と入力します。

c.

[Download Key Pair] (キーペアのダウンロード) を選択します。このプライベートキーファイル
は、後のステップで、インスタンスに接続するときに使用します。
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d.

[Launch Instances] (インスタンスを起動) をクリックします。

前提条件 E: MySQL ワークベンチ
データベースに接続するには、MySQL クライアントツールを使用します。このチュートリアルでは、GUI
ベースのアプリケーション、MySQL Workbench を使用します。
MySQL Workbench のインストール方法については、「Download MySQL Workbench」を参照してくださ
い。
データベースに接続するには、まず、MySQL Workbench で接続の設定を行います。接続の設定を行うに
は、Amazon EC2 と Amazon RDS の両方に関する情報が必要です。

MySQL Workbench でデータベースの接続を設定するには
1.

MySQL Workbench で、[MySQL Connections] (MySQL 接続) の横にある (+) ボタンをクリックしま
す。

2.

[Setup New Connection] (新しい接続の設定) ダイアログボックスで、次を実行します。
a.

[Connection Name] (接続名) に、SecretsManagerTutorial と入力します。

b.

[Connection method] (接続方法) で、Standard TCP/IP over SSH を選択します。

c.

[Parameters] (パラメータ) タブで、次を実行します。
i.

[SSH Hostname] (SSH ホスト名) に、Amazon EC2 インスタンスのパブリック IP アドレス
を入力します。
この IP アドレスは、インスタンス [SecretsManagerTutorialInstance] を選択する
と、Amazon EC2 コンソールに表示されます。[Public IPv4 DNS] の下に表示された IP アド
レスをコピーします。

ii.
iii.
iv.

[SSH Username] (SSH ユーザーネーム) に、ec2-user と入力します。
[SSH Keyfile] (SSH キーファイル) で、前回の前提条件でダウンロードしたキーペアファイル
[SecretsManagerTutorialKeyPair.pem] を選択します。
[MySQL Hostname] (MySQL ホスト名) に、Amazon RDS エンドポイントアドレスを入力し
ます。
このエンドポイントアドレスは、データベースインスタンス [secretsmanagertutorialdb] を選
択すると、Amazon RDS コンソールに表示されます。[Endpoint] (エンドポイント) の下に表
示されたアドレスをコピーします。

v.
d.

[Username] (ユーザーネーム) に、admin と入力します。

[OK] を選択します。

ステップ 1: 元のパスワードを使って接続する
最初のステップでは、シークレット内の情報に、データベースの有効な認証情報が含まれていることを確
認します。

シークレットからパスワードを取得するには
1.
2.
3.
4.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
[Secrets] (シークレット) を選択し、シークレット SecretsManagerTutorialAdmin-**** を選択
します。
[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、下へスクロールし、[Retrieve secret value] (シーク
レットの値を取得する) を選択します。
[Key/value] (キー/バリュー) テーブルで、password のシークレットの値をコピーします。
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ステップ 2: Secrets Manager エンドポイントを作成する

認証情報をテストするには
1.

MySQL Workbench で、接続 [SecretsManagerTutorial] を選択します。

2.

[Open SSH Connection] (SSH 接続を開く) ダイアログボックスで、シークレットから取得したパス
ワードを [Password] (パスワード) に貼り付けて、[OK] をクリックします。
初めて接続したときに、サーバーフィンガープリントに関する警告を示すダイアログボックスが表示
される場合があります。[OK] を選択して、次に進みます。

認証情報が有効であれば、MySQL Workbench でデータベースの設計ページが開きます。

ステップ 2: Secrets Manager エンドポイントを作成す
る
次のステップでは、VPC 内に Secrets Manager エンドポイントを作成します。自動ローテーションを設
定すると、Secrets Manager が VPC 内に Lambda ローテーション関数を作成し、データベースにアクセ
スできるようになります。この Lambda ローテーション関数は、Secrets Manager も呼び出します。VPC
内に Secrets Manager エンドポイントを作成することで、Lambda から Secrets Manager への呼び出しが
AWS インフラストラクチャを離れないようにします。代わりに、VPC 内の Secrets Manager エンドポイ
ントにルーティングが行われます。

VPC 内に Secrets Manager エンドポイントを作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.
3.

[Endpoints] (エンドポイント) ページで、[Create Endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

4.

[VPC] で、vpc**** (SecretsManagerTutorial) を選択します。
[Subnets] (サブネット) で、すべての [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) を選択し、各ア
ベイラビリティーゾーンに [Subnet ID] (サブネット ID) を挿入します。
[Security groups] (セキュリティグループ) で、デフォルトのセキュリティグループを選択します。

5.
6.
7.
8.

下の [Services] (サービス) までスクロールし、secretsmanager と入力してリストをフィルタリング
し、AWS リージョン で Secrets Manager エンドポイントを選択します。米国東部 (バージニア北部)
であれば、com.amazonaws.us-east-1.secretsmanager を選択します。

[Policy type] (ポリシーの種類) で、Full access を選択します。
[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

ステップ 3: シークレットをローテーションする
ここまでで、ローテーションをオンにする準備が整いました。即時ローテーションを開始すると、シーク
レットが保存されたときに、Secrets Manager がすぐにシークレットをローテーションします。また、自
動ローテーションをオンにすると、シークレットは 10 日おきに、午前 0 時から午前 2 時の間 (UTC) に
ローテーションされます。

自動ローテーションをオンにするには
1.
2.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
シークレット [SecretsManagerTutorialAdmin-a1b2c3d4e5f6] を開き、下の [Rotation configuration]
(ローテーション構成) までスクロールして、[Edit rotation] (ローテーションを編集) を選択します。

3.

[Edit rotation configuration] (ローテーション設定を編集する) ダイアログで、[Automatic rotation] (自動
ローテーション) をオンにします。
[Rotation schedule] (ローテーションスケジュール) で、[Days] (日数) のスケジュールを設定します:
[Duration] (期間) の 10 日間: 2h。[Rotate immediately] (すぐにローテーションする) は選択したままに
しておきます。

4.
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ステップ 4: ローテーションされたパスワードをテストする

5.

6.

[Rotation function] (ローテーション関数) で、次の操作を行います。
a.

[Create a rotation function] (ローテーション関数を作成) を選択し、[Lambda rotation function]
(Lambda ローテーション関数) に tutorial-single-user-rotation を入力します。

b.

Secrets Manager に、[SecretsManagertutorial-single-user-rotation] という Lambda ローテーショ
ン関数が作成されます。

c.

[Use separate credentials] (個別の認証情報を使用) で、No を選択します。

[Save] (保存) を選択します。
Secrets Manager はシークレットの詳細ページに戻ります。Secrets Manager では、Lambda
ローテーション関数や Lambda 関数を実行する実行ロールなどのリソースを作成するときは
CloudFormation を使用します。CloudFormation リソースのステータスは、シークレットの詳細ペー
ジの上部で確認できます。CloudFormation でリソースのデプロイが完了すると、バナーが、ローテー
ションが予定されているシークレットに切り替わります。Secrets Manager が、最初のローテーショ
ンを開始します。

ステップ 4: ローテーションされたパスワードをテス
トする
最初のシークレットローテーションが完了すると (所要時間は数秒)、シークレットに有効な認証情報が
残っているかどうかを確認できます。シークレット内のパスワードが、元の認証情報から変更されまし
た。

シークレットから新しいパスワードを取得するには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Secrets] (シークレット) を選択し、シークレット SecretsManagerTutorialAdmin-**** を選択
します。

3.

[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、下へスクロールし、[Retrieve secret value] (シーク
レットの値を取得する) を選択します。

4.

[Key/value] (キー/バリュー) テーブルで、password のシークレットの値をコピーします。

認証情報をテストするには
1.

MySQL Workbench で、接続 [SecretsManagerTutorial] を選択します。

2.

[Open SSH Connection] (SSH 接続を開く) ダイアログボックスで、シークレットから取得したパス
ワードを [Password] (パスワード) に貼り付けて、[OK] をクリックします。
認証情報が有効であれば、MySQL Workbench でデータベースの設計ページが開きます。

こちらは、シークレットのローテーションが完了したことを示しています。シークレット内の更新された
パスワードは、データベースに接続するための有効なパスワードです。自動ローテーションの設定が完了
しました。次のローテーションは 10 日後に行われます。

ステップ 5: のリソースをクリーンアップする
別のローテーション戦略である交代ユーザーのローテーションを試したいときは、ソースのクリーンアッ
プをスキップして AWS Secrets Manager に交代ユーザーローテーションを設定する (p. 26) に進みま
す。
試さないときは、料金を発生させないために、そして、インターネットにアクセスできる EC2 インスタン
スを削除するために、このチュートリアルで作成した次のリソースは削除します。
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次のステップ

• Amazon EC2 インスタンス。手順については、「インスタンスの終了」を参照してください。
• Secrets Manager エンドポイント。手順については、「VPC エンドポイントを削除する」を参照してく
ださい。
• インターネットゲートウェイ。まず VPC からのインターネットゲートウェイをデタッチし、次にイン
ターネットゲートウェイを削除します。
• AWS CloudFormation スタック。手順については、「スタックの削除」を参照してください。

次のステップ
• アプリケーションでシークレットを取得する方法について説明します。「シークレットの取
得 (p. 71)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を使用して自動ローテーションでシークレットを作成する方法については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecretsManager::RotationSchedule」を参照してく
ださい。
• その他のローテーションスケジュールについて説明します。「the section called “スケジュール
式” (p. 136)」を参照してください。

AWS Secrets Manager に交代ユーザーローテー
ションを設定する
このチュートリアルでは、データベース認証情報を含むシークレットに対して、交代ユーザーローテー
ションを設定する方法について学びます。交代ユーザーローテーションとは、Secrets Manager がユー
ザーのクローンを作成し、ユーザーの認証情報を交代で更新するローテーション戦略です。この戦略は、
シークレットに高可用性が必要となる場合に最適です。なぜなら、交代ユーザーの 1 人が RDS の現在の
認証情報を持っている間に、もう 1 人のユーザーを更新できるためです。(詳しくは、「the section called
“交代ユーザー” (p. 11)」を参照してください。)
交代ユーザーローテーションを設定するには、次の 2 つのシークレットが必要です。
• ローテーションさせたい認証情報を持つ 1 つのシークレット。
• 管理者またはスーパーユーザー (最初のユーザーのパスワード変更と最初のユーザーのクローン作成の
両方の許可を持つ) の認証情報を持つ 2 番目のシークレット。
目次
• 許可 (p. 26)
• 前提条件 (p. 27)
• ステップ 1: Amazon RDS データベースユーザーを作成する (p. 27)
• ステップ 2: ユーザーの認証情報用のシークレットを作成する (p. 27)
• ステップ 3: ローテーションされたシークレットをテストする (p. 28)
• ステップ 4: リソースをクリーンアップする (p. 29)
• 次のステップ (p. 29)

許可
このチュートリアルの前提条件として、AWS アカウント の管理者権限が必要となります。本番稼働環境
では、各ステップで異なるロールを使用するのがベストプラクティスとなります。例えば、Amazon RDS
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前提条件

データベースの作成にはデータベース管理者権限を持つロールを使用し、VPC とセキュリティグループの
設定にはネットワーク管理者権限を持つロールを使用します。チュートリアルの各ステップでは同じアイ
デンティティを使用することが推奨されます。
本番稼働環境で許可を設定する方法については、「認証とアクセスコントロール (p. 30)」を参照してく
ださい。

前提条件
このチュートリアルの前提条件は the section called “シングルユーザーローテーション” (p. 19) です。
最初のチュートリアルが完了した時点で、リソースのクリーンアップを実行しないでください。この
チュートリアルの後、Amazon RDS データベースと Secrets Manager シークレットを持つ実際の環境が作
成されます。このシークレットには、データベースの管理者認証情報が含まれ、10 日おきにローテーショ
ンを行うように設定されています。
また、管理者認証情報を使用してデータベースに接続するための接続が、MySQL Workbench に設定され
ます。

ステップ 1: Amazon RDS データベースユーザーを作
成する
まず、シークレットにその認証情報を保存するユーザーが必要になります。

データベースユーザーを作成するには
1.

MySQL Workbench で、接続 [SecretsManagerTutorial] を選択します。

2.

[Query] (クエリ) ウィンドウで、次のコマンド (強力なパスワードを含む) を入力し、[Execute] (実行)
を選択します。
CREATE DATABASE myDB;
CREATE USER 'appuser'@'%' IDENTIFIED BY 'EXAMPLE-PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON myDB . * TO 'appuser'@'%';

[Output] (出力) ウィンドウに、コマンドが実行されたことが表示されます。

ステップ 2: ユーザーの認証情報用のシークレットを
作成する
次に、いま作成したユーザーの認証情報を保存するための、シークレットを作成します。これが、後ほど
ローテーションするシークレットです。自動ローテーションをオンにし、交代ユーザー戦略を指定するた
めに、1 人目のユーザーのパスワードを変更する権限を持った、別のスーパーユーザーのシークレットを
選択します。
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットを保存する) を選択します｡

3.

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[Secret type] (シークレットタイプ) で、[Credentials for Amazon RDS database] (Amazon RDS
データベースの認証情報) を選択します。

b.

[Credentials] (認証情報) で、ユーザーネーム newuser と、MySQL Workbench を使って作成した
データベースユーザー向けに入力したパスワードを入力します。
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ステップ 3: ローテーションさ
れたシークレットをテストする

c.

[Database] (データベース) で、secretsmanagertutorialdb を選択します。

4.

[Configure secret] (シークレットを設定する) ページで、[Secret name] (シークレット名) に
SecretsManagerTutorialAppuser と入力し、[Next] (次) を選択します。

5.

[Configure Routing] (ローテーションを設定する) ページで、以下を実行します。

6.

a.

[Automatic rotation] (自動ローテーション) を有効化します。

b.

[Rotation schedule] (ローテーションスケジュール) で、[Days] (日数) のスケジュールを設定しま
す: [Duration] (期間) の 2 日間: 2h。[Rotate immediately] (すぐにローテーションする) は選択した
ままにしておきます。

c.

[Rotation function] (ローテーション関数) で [Create a rotation function] (ローテーション関数を作
成) を選択し、[Function Name] (関数名) に tutorial-alternating-users-rotation と入
力します。

d.

[Use separate credentials] (別の資格情報を使用) で [Yes] (はい) を選択し、[Secrets] (シークレッ
ト) で SecretsManagerTutorialAdmin-a1b2c3d4e5f6 を選択します。

e.

[Next] (次へ) を選択します。

[Review] (確認) ページで [Store] (保存) を選択します。
Secrets Manager はシークレットの詳細ページに戻ります。ローテーション設定のステータスは、
ページの上部で確認できます。
Secrets Manager では、Lambda ローテーション関数や Lambda 関数を実行する実行ロールなどの
リソースを作成するときは CloudFormation を使用します。CloudFormation が終了すると、バナー
がローテーションが予定されているシークレットに切り替わります。これで、最初のローテーション
は完了です。

ステップ 3: ローテーションされたシークレットをテ
ストする
シークレットがローテーションされたので、シークレットに有効な認証情報が残っているかどうかを確認
できます。シークレット内のパスワードが、元の認証情報から変更されました。

シークレットから新しいパスワードを取得するには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Secrets] (シークレット) を選択し、シークレット SecretsManagerTutorialAppuser を選択しま
す。

3.

[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、下へスクロールし、[Retrieve secret value] (シーク
レットの値を取得する) を選択します。

4.

[Key/value] (キー/バリュー) テーブルで、password のシークレットの値をコピーします。

認証情報をテストするには
1.

MySQL ワークベンチで、接続 [SecretsManagerTutorial] を右クリックし、[Edit Connection] (接続を編
集) を選択します。

2.

[Manage Server Connections] (サーバー接続を管理) ダイアログボックスで、[Username] (ユーザー
ネーム) に appuser と入力し、[Close] (閉じる) を選択します。

3.

MySQL Workbench に戻り、接続 [SecretsManagerTutorial] を選択します。

4.

[Open SSH Connection] (SSH 接続を開く) ダイアログボックスで、シークレットから取得したパス
ワードを [Password] (パスワード) に貼り付けて、[OK] をクリックします。
認証情報が有効であれば、MySQL Workbench でデータベースの設計ページが開きます。
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ステップ 4: リソースをクリーンアップする

こちらは、シークレットのローテーションが完了したことを示しています。シークレット内の認証情報が
更新されます。これが、データベースに接続するための有効なパスワードとなります。

ステップ 4: リソースをクリーンアップする
料金を発生させないために、および、インターネットにアクセスできる EC2 インスタンスを削除するため
に、このチュートリアルで作成した次のリソースは削除します。
• Amazon EC2 インスタンス。手順については、「インスタンスの終了」を参照してください。
• Secrets Manager シークレット SecretsManagerTutorialAppuser。「the section called “シーク
レットの削除” (p. 64)」を参照してください。
• Secrets Manager エンドポイント。手順については、「VPC エンドポイントを削除する」を参照してく
ださい。
• インターネットゲートウェイ。まず VPC からのインターネットゲートウェイをデタッチし、次にイン
ターネットゲートウェイを削除します。
• AWS CloudFormation スタック。手順については、「スタックの削除」を参照してください。

次のステップ
• アプリケーションでシークレットを取得する方法について説明します。「シークレットの取
得 (p. 71)」を参照してください。
• AWS CloudFormation を使用して自動ローテーションでシークレットを作成する方法については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::SecretsManager::RotationSchedule」を参照してく
ださい。
• その他のローテーションスケジュールについて説明します。「the section called “スケジュール
式” (p. 136)」を参照してください。
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Secrets Manager 管理者のアクセス許可

AWS Secrets Manager の認証とアク
セスコントロール
Secrets Manager は AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、シークレットへのアクセ
スを保護します。IAM は認証とアクセスコントロールを提供します。認証は、リクエストを実行するアイ
デンティティを検証するものです。Secrets Manager は、パスワード、アクセスキー、および多要素認証
(MFA) トークンでのサインインプロセスを使用して、ユーザーのアイデンティティを検証します。AWS へ
のサインインを参照してください。アクセスコントロールは、シークレットなどの AWS リソースで、承
認された個人のみがオペレーションを実行できるようにします。Secrets Manager は、ポリシーを使用し
て、リソースにアクセスできるユーザー、およびそのアイデンティティがそれらのリソースに対して実行
できるアクションを定義します。IAM でのポリシーとアクセス許可を参照してください。

Secrets Manager 管理者のアクセス許可
Secrets Manager 管理者のアクセス許可を付与するには、[Adding and removing IAM identity permissions]
(IAM アイデンティティのアクセス許可の追加および削除) をクリックし、次のポリシーをアタッチしま
す。
• SecretsManagerReadWrite
• IAMFullAccess
エンドユーザーには管理者のアクセス許可を付与しないことをお勧めします。これを付与すると、ユー
ザーはシークレットを作成および管理できますが、ローテーションを有効にするために必要なアクセス許
可 (IAMFullAccess) により、エンドユーザーには適切ではない重要なアクセス許可が付与されます。

シークレットへのアクセス許可
IAM アクセス許可ポリシーを使用すると、シークレットにアクセスできるユーザーまたはサービスを制御
できます。アクセス許可のポリシーは、誰がどのアクションをどのリソースで実行できるかを示します。
次のようにできます。
• the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチする” (p. 31)
• the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)

Lambda ローテーション関数のアクセス許可
Secrets Manager は AWS Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。Lambda 関数に
は、シークレットと、シークレットにその認証情報が含まれているデータベースまたはサービスへのアク
セス許可が必要です。「ローテーションへのアクセス許可 (p. 133)」を参照してください。

暗号化キーのアクセス許可
Secrets Manager は AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用してシークレットを暗号化し
ます。AWS マネージドキー aws/secretsmanager には正しいアクセス許可が自動的に割り当てられて
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います。別の KMS キーを使用する場合、Secrets Manager にはそのキーに対するアクセス許可が必要で
す。「the section called “KMS キーのアクセス許可” (p. 190)」を参照してください。

アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッ
チする
アクセス許可ポリシーは IAM アイデンティティ、ユーザー、ユーザーグループ、およびロールにアタッ
チすることができます。アイデンティティベースのポリシーで、アイデンティティがアクセスできるシー
クレットと、アイデンティティがそのシークレットで実行できるアクションを指定します。詳細について
は、のIAMアクセス許可の追加と削除を参照してください。.
別のサービスのアプリケーションまたはユーザーを表 すロールに権限を付与できます。. 例え
ば、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションは、データベースにアクセスする必
要がある場合があります。EC2EC (), アタッチ), インスタンスプロファイルにアタッチされた IAM ロール
IAM (), シークレット (シガレット).を作成し、アクセス許可ポリシーを使用してシークレットへのアクセス
許可をロールに付与できます。. 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタン
スで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する」を参照してくだ さ
い。. ロールをアタッチして含めることができ るその他のサービスAmazon Redshift,AWS Lambda, およ
びAmazon ECS。.
また、IAM 以外のアイデンティティシステムによって認証されたユーザーにアクセス許可を付与するこ
ともできます。例えば、Amazon Cognito 使用してサインインするモバイルアプリケーションユーザーに
IAM ロールを関連付けることができます。ロールは、ロールのアクセス許可ポリシーにあるアクセス許可
を持つ、一時的な認証情報をアプリに付与します。次に、アクセス許可ポリシーを使用して、シークレッ
トへのアクセス許可をロールに付与できます。詳細については、のID プロバイダとフェデレーションを参
照してくだ さい。.
アイデンティティベースのポリシーを使用して以下を行うことができます。
• 複数のシークレットへのアクセスをアイデンティティに許可します。
• 新しいシークレットを作成できるユーザーと、まだ作成されていないシークレットにアクセスできる
ユーザーを制御します。
• IAM グループにシークレットへのアクセス許可を付与します。
詳細については、the section called “アクセス許可ポリシーの例” (p. 36)を参照してくだ

さい。.

アクセス許可ポリシーを AWS Secrets Manager
シークレットにアタッチする
リソースベースのポリシーで、シークレットにアクセスできるユーザーと、ユーザーがそのシークレット
で実行できるアクションを指定します。リソースベースのポリシーを使用して、以下を行うことができま
す。
• 単一のシークレットへのアクセスを複数のユーザーまたはロールに許可します。
• 他の AWS アカウントのユーザーまたはロールへのアクセス許可を付与します。
the section called “アクセス許可ポリシーの例” (p. 36) を参照してください。
コンソールでリソースベースのポリシーをシークレットにアタッチすると、Secrets Manager は自動化
された推論エンジン Zelkova と API ValidateResourcePolicy を使用して、シークレットへのアクセ
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ス許可を幅広い範囲の IAM プリンシパルに付与しないようにします。または、CLI または SDK からの
BlockPublicPolicy パラメータを含む PutResourcePolicy API を呼び出しします。

シークレットのリソースポリシーを表示、変更、または削除するには (コンソール)
1.
2.
3.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
シークレットの詳細ページの [Resource permissions] (リソースに対するアクセス許可) セクション
で、[Edit permissions] (アクセス許可の編集) をクリックします。
[Code] (コード) フィールドで、次のいずれかの操作を行い、[Save] (保存する) をクリックします。
•

リソースポリシーをアタッチまたは変更するには、ポリシーを入力します。

•

ポリシーを削除するには、[Code] (コード) フィールドをクリアします。

AWS CLI
シークレットにアタッチされたポリシーを取得するには、get-resource-policy を使用します。

Example
次の CLI コマンドは、シークレットにアタッチされたポリシーを取得します。
$ aws secretsmanager get-resource-policy --secret-id production/MyAwesomeAppSecret
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:production/
MyAwesomeAppSecret-a1b2c3",
"Name": "MyAwesomeAppSecret",
"ResourcePolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::111122223333:root\",\"arn:aws:iam::444455556666:root
\"]},\"Action\":[\"secretsmanager:GetSecretValue\"],\"Resource\":\"*\"}}"
}

シークレットにアタッチされたポリシーを削除するには、delete-resource-policy を使用します。

Example
次の CLI コマンドは、シークレットにアタッチされているポリシーを削除します。
$ aws secretsmanager delete-resource-policy --secret-id production/MyAwesomeAppSecret
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:production/
MyAwesomeAppSecret-a1b2c3",
"Name": "production/MyAwesomeAppSecret"
}

シークレットのポリシーをアタッチするには、put-resource-policy を使用します。すでにポリシー
がアタッチされている場合、このコマンドはまずそのポリシーを削除してから、新しいポリシーをアタッ
チします。ポリシーは、JSON 構造化テキストとしてフォーマットする必要があります。JSON ポリシー
ドキュメント構造を参照してください。

Example
次の CLI コマンドは、シークレットにアタッチされているリソースベースのアクセス許可ポリシーをア
タッチします。ポリシーは、ファイル secretpolicy.json に定義されています。the section called “ア
クセス許可ポリシーの例” (p. 36) を使用して、ポリシーの記述を開始します。
$ aws secretsmanager put-resource-policy --secret-id production/MyAwesomeAppSecret -resource-policy file://secretpolicy.json
{
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"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:production/
MyAwesomeAppSecret-a1b2c3",
"Name": "MyAwesomeAppSecret"
}

AWS SDK
シークレットにアタッチされているポリシーを取得するには、GetResourcePolicy を使用します。
シークレットにアタッチされているポリシーを削除するには、DeleteResourcePolicy を使用します。
ポリシーをシークレットにアタッチするには、PutResourcePolicy を使用します。すでにポリシーが
アタッチされている場合、このコマンドはまずそのポリシーを削除してから、新しいポリシーをアタッチ
します。ポリシーは、JSON 構造化テキストとしてフォーマットする必要があります。JSON ポリシード
キュメント構造を参照してください。the section called “アクセス許可ポリシーの例” (p. 36) を使用し
て、ポリシーの記述を開始します。
詳細については、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーを AWS Secrets Manager で使
用可能
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシー、マネージドポリシーを提供
することで、多くの一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーでは、一般的なユースケース
にアクセス許可が付与されるため、必要なアクセス許可を調べる必要がなくなります。自分のアカウント
のユーザーに AWS マネージドポリシーをアタッチするまたは削除することはできますが、ポリシー自体
を変更または削除することはできません。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS 管理ポリ
シー」を参照してください。
次の表では、Secrets Manager シークレットへのアクセス管理に使用できる AWSマネージドポリシーにつ
いて説明しています。
ポリシー名

説明

ARN

SecretsManagerReadWrite
Secrets Manager のオペレーションへの
アクセスを提供します。ローテーション
にはロールを作成するための IAM アクセ
ス許可が必要であるため、このポリシー
はローテーションを設定するためのアイ
デンティティを許可していません。ロー
テーションを有効にし Lambda ローテー
ション関数を設定する必要がある場合
は、IAMFullAccess マネージドポリシーも
割り当てる必要があります。「ローテー
ションへのアクセス許可 (p. 133)」を参
照してください。

arn:aws:iam::aws:policy/
SecretsManagerReadWrite

AWS Secrets Manager シークレットへのアクセス
許可を持つユーザーを特定する
デフォルトでは、IAM アイデンティティにはシークレットへのアクセス許可がありません。シークレッ
トへのアクセスを承認する時、Secrets Manager はシークレットにアタッチされたリソースベースのポリ
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シー、およびリクエストを送信している IAM ユーザーまたは IAM ロールにアタッチされたすべてのアイ
デンティティベースのポリシーを評価します。これを行うために、Secrets Manager は、IAM ユーザーガ
イドの [Determining whether a request is allowed or denied] (リクエストの許可または拒否を決定する) に
記載されているものと類似したプロセスを使用します。
複数のポリシーが 1 つのリクエストに適用される場合、Secrets Manager は階層を使用してアクセス許可
を制御します。
1. ポリシー内のステートメントに明示的な deny が含まれている場合、リクエストアクションとリソース
に一致します。
この明示的な deny によって、他のすべての内容が上書きされ、アクションがブロックされます。
2. 明示的な deny はないが、ステートメントに明示的な allow が含まれている場合、リクエストアク
ションとリソースに一致します。
この明示的な allow によって、リクエスト内のアクションにステートメント内のリソースへのアクセ
スが付与されます。
アイデンティティとシークレットが 2 つの異なるアカウントにある場合は、シークレットのリソース
ポリシーとアイデンティティにアタッチされたポリシーの両方で allow が含まれている必要がありま
す。含まれていない場合、AWS はリクエストを拒否します。詳細については、「クロスアカウントア
クセス (p. 34)」を参照してください。
3. リクエストアクションとリソースに一致する明示的な allow が含まれているステートメントがない場
合
AWS はデフォルトでリクエストを拒否します。これは暗黙的拒否と呼ばれます。

シークレットのリソースベースのポリシーを表示するには
•

次のいずれかを実行します。
•

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
シークレットの詳細ページの [Resource permissions] (リソースに対するアクセス許可) セクショ
ンで、[Edit permissions] (アクセス許可の編集) をクリックします。

•

AWS CLI または AWS SDK を使用して GetResourcePolicy を呼び出します。

アイデンティティベースのポリシーを使用してアクセスできるユーザーを特定するには
•

IAM ポリシーシミュレーターを使用します。IAM Policy Simulator を使用した IAM ポリシーのテス
トを参照してください。

別のアカウントのユーザーの AWS Secrets
Manager シークレットに対するアクセス許可
1 つのアカウントのユーザーに別のアカウントのシークレットへのアクセス (クロスアカウントアクセス)
を許可するには、リソースポリシーとアイデンティティポリシーの両方でアクセスを許可する必要があり
ます。これは、シークレットと同じアカウントのアイデンティティにアクセスを許可することとは異なり
ます。
また、シークレットの暗号化に使用している KMS キーをアイデンティティで使用できるようにする必要
があります。これは、クロスアカウントアクセスに AWS マネージドキー (aws/secretsmanager) を
使用することができないためです。代わりに、作成した KMS キーを使用してシークレットを暗号化し、
キーポリシーをそれにアタッチする必要があります。KMS キーの作成には料金が発生します。シークレッ
トの暗号化キーを変更するには、the section called “シークレットの変更” (p. 60) を参照してください。
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以下のポリシーの例では、Account1 にシークレットと暗号化キーがあり、Account2 にシークレット値へ
のアクセスを許可するアイデンティティがあると仮定します。

ステップ 1: リソースポリシーを Account1 のシークレットにアタッチする
•

次のポリシーは、Account2 の ApplicationRole に Account1 のシークレットへのアクセスを許
可します。このポリシーを使用するには、the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットに
アタッチする” (p. 31) を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/ApplicationRole"
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*"
}
]

ステップ 2: Account1 の KMS キーのキーポリシーにステートメントを追加する
•

次のキーポリシーステートメントは、Account2 の ApplicationRole が Account1 の KMS キー
を使用して Account1 のシークレットを復号するのを許可します。このステートメントを使用するに
は、それを KMS キーのキーポリシーに追加します。詳細については、キーポリシーの変更を参照し
てください。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Account2:role/ApplicationRole"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

ステップ 3: Account2 のアイデンティティにアイデンティティポリシーをアタッチする
•

次のポリシーは、Account2 の ApplicationRole が Account1 にある暗号化キーを使用
て、Account1 のシークレットにアクセスし、シークレット値を復号するのを許可します。このポ
リシーを使用するには、the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチす
る” (p. 31) を参照してください。シークレットの ARN は、Secrets Manager コンソールのシーク
レット詳細ページの [Secret ARN] (シークレット ARN) で確認できます。または、DescribeSecret
を呼び出すこともできます。
{

"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "SecretARN"
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}

]

},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "arn:aws:kms:Region:Account1:key/EncryptionKey"
}

AWS Secrets Manager のアクセス許可ポリシーの
例
アクセス許可ポリシーは JSON 構造化テキストです。「JSON policy document structure」(JSON ポリ
シードキュメント構造) を参照してください。
リソースやアイデンティティにアタッチするアクセス許可ポリシーは、互いに非常によく似ています。
シークレットにアクセスするためにポリシーに含める要素には、次のようなものがあります。
• Principal: アクセス許可を付与するユーザー。「IAM ユーザーガイド」の「Specifying a principal」
(プリンシパルの指定) を参照してください。ポリシーをアイデンティティにアタッチする場合、ポリ
シーに Principal 要素は含めません。
• Action: ロールが実行できるアクション。「the section called “Secrets Manager のアクショ
ン” (p. 43)」を参照してください。
• Resource: ロールがアクセスできるシークレット。「the section called “Secrets Manager リソー
ス” (p. 50)」を参照してください。
ワイルドカード文字 (*) の意味は、ポリシーをアタッチする内容によって異なります。
• シークレットにアタッチされたポリシーでは、* は、ポリシーがこのシークレットに適用されること
を意味します。
• アイデンティティにアタッチされたポリシーでは、* は、ポリシーがアカウント内のすべてのリソー
ス (シークレットを含む) に適用されることを意味します。
ポリシーをシークレットにアタッチするには、the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットに
アタッチする” (p. 31) を参照してください。
ポリシーをアイデンティティにアタッチするには、the section called “アクセス許可ポリシーをアイデン
ティティにアタッチする” (p. 31) を参照してください。
トピック
• 例: シークレット値を取得するアクセス許可 (p. 37)
• 例: ワイルドカード (p. 37)
• 例: シークレットを作成するアクセス許可 (p. 39)
• 例: アクセス許可と VPC (p. 39)
• 例: タグを使用してシークレットへのアクセスを制御する (p. 41)
• 例: シークレットのタグに一致しているタグを持つアイデンティティへのアクセスを制限す
る (p. 41)
• 例:サービスプリンシパル (p. 42)
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例: シークレット値を取得するアクセス許可
シークレット値を取得するアクセス許可を付与するには、ポリシーをシークレットまたはアイデンティ
ティにアタッチできます。使用するポリシーの種類を決定する方法については、「アイデンティティベー
スのポリシーおよびリソースベースのポリシー」を参照してください。ポリシーをアタッチする方法につ
いては、the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31) および the
section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチする” (p. 31) を参照してくださ
い。
次の例は、シークレットへのアクセスを許可する 2 つの異なる方法を示しています。最初の例は、シーク
レットにアタッチできるリソースベースのポリシーです。この例は、単一のシークレットへのアクセスを
複数のユーザーまたはロールに付与する場合に役立てることができます。2 番目の例は、IAM のユーザー
またはロールにアタッチできるアイデンティティベースのポリシーです。この例は、IAM グループにアク
セス許可を付与する場合に役立てることができます。

Example 1 つのシークレットを読み取る (シークレットにアタッチする)
シークレットに次のポリシーをアタッチすると、シークレットへのアクセスを許可することができます。
このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチす
る” (p. 31)」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/EC2RoleToAccessSecrets"
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*"
}
]

Example 1 つのシークレットを読み取る (アイデンティティにアタッチする)
次のポリシーをアイデンティティにアタッチすると、シークレットへのアクセスを許可することができま
す。このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにア
タッチする” (p. 31)」を参照してください。このポリシーをロール EC2RoleToAccessSecrets にア
タッチすると、前のポリシーと同じアクセス許可が付与されます。
{

}

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

例: ワイルドカード
ワイルドカードを使用して、ポリシーの要素に値のセットを含めることができます。
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Example パス内のすべてのシークレットにアクセスする (アイデンティティにアタッチする)
次のポリシーは、「TestEnv/」で始まる名前が付いているすべてのシークレットを取得するアクセス許
可を付与します。このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをアイデン
ティティにアタッチする” (p. 31) 」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:TestEnv/*"
}

Example すべてのシークレットのメタデータへのアクセス (アイデンティティにアタッチする)
以下のポリシーは、DescribeSecret および List で始まるアクセス許可 (ListSecrets および
ListSecretVersionIds) を付与します。このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス
許可ポリシーをアイデンティティにアタッチする” (p. 31)」を参照してください。
{

}

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

Example シークレット名が一致する (アイデンティティにアタッチする)
次のポリシーは、Secrets Manager のシークレット名へのすべてのアクセス許可を付与します。このポ
リシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチす
る” (p. 31)」を参照してください。
シークレット名を照合するには、リージョン、アカウント ID、シークレット名、ワイルドカード
(?) を組み合わせてシークレットの ARN を作成し、個々のランダムな文字に一致させます。Secrets
Manager は、ARN の一部としてシークレット名に 6 つのランダムな文字を追加するため、このワイル
ドカードを使用してこれらの文字に一致させることができます。"another_secret_name-*" 構文
を使用した場合、Secrets Manager は、意図した 6 つのランダムの文字があるシークレットだけでな
く、"another_secret_name-<anything-here>a1b2c3" にも一致します。
シークレットの ARN の 6 つのランダムな文字以外のすべての部分を予測できるため、ワイルドカード文
字の '??????' 構文を使用することで、まだ存在していないシークレットに安全にアクセス許可を付与す
ることができます。ただし、シークレットを削除して同じ名前で再作成すると、6 つの文字が変更された
にもかかわらず、ユーザーが自動的に新しいシークレットへのアクセス許可を受け取ることに注意してく
ださい。
{

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

]

}

]

"arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:a_specific_secret_name-a1b2c3",
"arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:another_secret_name-??????"

例: シークレットを作成するアクセス許可
シークレットを作成するアクセス許可を付与するには、ユーザーが属する IAM グループにアクセス許可ポ
リシーをアタッチすることをお勧めします。「IAM ユーザーグループ」を参照してください。

Example シークレットを作成する (アイデンティティにアタッチする)
次のポリシーは、シークレットを作成してシークレットのリストを表示するアクセス許可を付与します。
このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティにアタッチ
する” (p. 31)」を参照してください。
{

}

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

例: アクセス許可と VPC
VPC 内からSecrets Manager にアクセスする必要がある場合は、アクセス許可ポリシーに条件を含めるこ
とで、Secret Manager へのリクエストが VPC から確実に送信されるようにすることができます。詳細に
ついては、「VPC エンドポイントの条件 (p. 53)」および「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照し
てください。
他の AWS サービスからシークレットにアクセスするリクエストも VPC から送信されていることを確認し
てください。そうしない場合、このポリシーによりアクセスが拒否されます。

Example VPC エンドポイントを通過するようリクエストを要求する (シークレットにアタッチす
る)
例えば、次のポリシーでは、リクエストが VPC エンドポイント vpce-1234a5678b9012c を通過して送
信されている場合にのみ、ユーザーが Secrets Manager オペレーションを実行できます。このポリシーを
使用するには、「the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」を
参照してください。
{

"Id": "example-policy-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictGetSecretValueoperation",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"Principal": "*",
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": "vpce-1234a5678b9012c"
}
}

Example VPC から送信するようリクエストを要求する (シークレットにアタッチする)
次のポリシーでは、シークレットを作成および管理するコマンドが許可されるのは、そのコマン
ドが vpc-12345678 から送信されている場合のみです。また、このポリシーでは、リクエストが
vpc-2b2b2b2b から届いた場合にのみ、シークレットの暗号化された値へのアクセスを使用するオペレー
ションを許可します。1 つの VPC でアプリケーションを実行する場合は、このようなポリシーを使用で
きますが、管理機能には 2 番目の切り離された VPC を使用します。このポリシーを使用するには、「the
section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」を参照してください。
{

}

"Id": "example-policy-2",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAdministrativeActionsfromONLYvpc-12345678",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"secretsmanager:Create*",
"secretsmanager:Put*",
"secretsmanager:Update*",
"secretsmanager:Delete*",
"secretsmanager:Restore*",
"secretsmanager:RotateSecret",
"secretsmanager:CancelRotate*",
"secretsmanager:TagResource",
"secretsmanager:UntagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpc": "vpc-12345678"
}
}
},
{
"Sid": "AllowSecretValueAccessfromONLYvpc-2b2b2b2b",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpc": "vpc-2b2b2b2b"
}
}
}
]
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例: タグを使用してシークレットへのアクセスを制御
する
タグを使用してシークレットへのアクセスを制御することができます。タグを使用したアクセス許可の制
御は、急速に成長している環境や、ポリシー管理が煩雑になっている状況で役に立ちます。シークレッ
トに特定のタグがある場合、1 つの方法として、シークレットにタグをアタッチしてから、アイデンティ
ティにアクセス許可を付与することができます。

Example 特定のタグを持つシークレットへのアクセスを許可する (アイデンティティにアタッチす
る)
以下のポリシーは、「ServerName」キーおよび「ServerABC」値というタグが付けられたシークレット
の DescribeSecret を許可します。このポリシーを使用するには、「the section called “アクセス許可ポ
リシーをアイデンティティにアタッチする” (p. 31)」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/ServerName": "ServerABC"
}
}
}

例: シークレットのタグに一致しているタグを持つア
イデンティティへのアクセスを制限する
1 つの方法として、シークレットと IAM アイデンティティの両方にタグをアタッチすることができます。
次に、アイデンティティのタグがシークレットのタグと一致している場合にオペレーションを許可するア
クセス許可ポリシーを作成します。完全なチュートリアルについては、「タグに基づいてシークレットに
アクセスするためのアクセス許可を定義する」を参照してください。
タグを使用したアクセス許可の制御は、急速に成長している環境や、ポリシー管理が煩雑になっている状
況で役に立ちます。詳細については、「AWS の ABAC とは」を参照してください。

Example シークレットと同じタグを持つロールへのアクセスを許可する (シークレットにアタッチ
する)
以下のポリシーは、タグ AccessProject がシークレットとロールに対して同じ値を持つ場合にのみ、
アカウント 123456789012 に GetSecretValue を付与します。このポリシーを使用するには、「the
section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "123456789012"
},
"Condition": {
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}

}

"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/AccessProject": "${ aws:PrincipalTag/AccessProject }"
}
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*"

例:サービスプリンシパル
シークレットにアタッチされているリソースポリシーにAWS サービスプリンシパルが含まれている場合
は、aws:SourceArn そして aws:SourceAccount グローバル条件キーの使用をお勧めします。ARN とアカ
ウントの値は、別のAWSサービスから Secrets Manager にリクエストが来たときにのみ、承認コンテキス
トに含まれます。この条件の組み合わせにより、混同される可能性のある副次的なシナリオを回避するこ
とができます。
リソース ARN にリソースポリシーで許可されていない文字が含まれている場合、そのリソース ARN を
aws:SourceArn 条件キーの値として使用することはできません。その代わりに aws:SourceAccount
条件キーを使用してください。その他の要件の詳細については、「IAM requirements」(IAMの要件) を参照
してください。
サービスプリンシパルは、通常、シークレットにアタッチされたポリシーではプリンシパルとして使用さ
れませんが、AWS サービスにはそれが必要です。サービスがシークレットにアタッチする必要があるリ
ソースポリシーの詳細については、サービスのドキュメントを参照してください。

Example サービスがサービスプリンシパルを使用してシークレットにアクセスできるようにする
(シークレットにアタッチ)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"service-name.amazonaws.com"
]
},
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:sourceArn": "arn:aws:service-name::123456789012:*"
},
"StringEquals": {
"aws:sourceAccount": "123456789012"
}
}
]

}
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AWS Secrets Manager のアクセス許可に関するリ
ファレンス
アクセス許可のポリシーを構成している要素については、「JSON policy document structure」と「IAM
JSON policy elements reference」を参照してください。
独自のアクセス許可ポリシーの作成を開始するには、「the section called “アクセス許可ポリシーの
例” (p. 36)」を参照してください。

Secrets Manager のアクション
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

進行中のシークレットのロー
CancelRotateSecret
テーションをキャンセルするア
クセス許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
CreateSecret

クエリおよびローテーションが
可能な暗号化されたデータを保
存するシークレットを作成する
許可を付与します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:Name (p. 51)
secretsmanager:Description (p. 51)
secretsmanager:KmsKeyId (p. 51)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 51)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)
aws:TagKeys (p. 51)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)

secretsmanager:AddReplicaRegions (p

secretsmanager:ForceOverwriteReplica
経営へのア Secret* (p. 50)
クセス権

DeleteResourcePolicy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シークレットに取り付けられた
リソースポリシーを削除する許
可を付与します。

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
DeleteSecret

シークレットを削除するアクセ
ス権限を付与します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)

secretsmanager:RecoveryWindowInDa

secretsmanager:ForceDeleteWithoutRe
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
DescribeSecret

シークレットに関するメタデー
タを取得するアクセス許可を付
与します。暗号化されたデータ
は取得できません

読み込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
パスワードの作成に使用するラ
GetRandomPassword
ンダムな文字列を生成するアク
セス許可を付与します。

読み込み

読み込み

GetResourcePolicy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シークレットに取り付けられて
いるリソースポリシーを取得す
るアクセス許可を付与します。

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
暗号化されたデータを取得およ
GetSecretValue び復号化するアクセス許可を付
与します。

読み込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:VersionId (p. 52)
secretsmanager:VersionStage (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
利用可能なシークレットのバー
ListSecretVersionIds
ジョンを一覧表示する許可を付
与します。

読み込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
ListSecrets

利用可能なシークレットを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与します。

リスト

経営へのア Secret* (p. 50)
クセス権

PutResourcePolicy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースポリシーをシークレッ
トに取り付ける許可を付与しま
す。

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:BlockPublicPolicy (p. 5

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
新しい暗号化されたデータで新
PutSecretValue しいバージョンのシークレット
を作成するアクセス許可を付与
します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
レプリケーションからリージョ
RemoveRegionsFromReplication
ンを削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のシークレットをマルチ
ReplicateSecretToRegions
リージョンシークレットに変換
し、新しいリージョンのリスト
へのシークレットのレプリケー
トを開始する許可を付与しま
す。

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

secretsmanager:AddReplicaRegions (p

secretsmanager:ForceOverwriteReplica
RestoreSecret

シークレットの削除をキャンセ
ルするアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RotateSecret

シークレットのローテーション
を開始するアクセス許可を付与
します。

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)

secretsmanager:RotationLambdaARN (
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

secretsmanager:ModifyRotationRules (p
secretsmanager:RotateImmediately (p.
レプリケーションからシーク
StopReplicationToReplica
レットを削除し、レプリカリー
ジョンのリージョンシークレッ
トにシークレットを昇格する許
可を付与します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
TagResource

シークレットにタグを追加する
許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 52)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 51)
aws:TagKeys (p. 51)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
シークレットからタグを削除す
UntagResource る許可を付与します。

タグ付け

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
aws:TagKeys (p. 51)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
UpdateSecret

新しいメタデータもしくは新し
いバージョンの暗号化データを
使用してシークレットを更新す
る許可を付与します。

書き込み

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:Description (p. 51)
secretsmanager:KmsKeyId (p. 51)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

あるシークレットから別のシー
UpdateSecretVersionStage
クレットにステージを移動する
アクセス許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 50)
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:VersionStage (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
ポリシーをアタッチする前にリ
ValidateResourcePolicy
ソースポリシーを検証するアク
セス許可を付与します。

経営へのア Secret* (p. 50)
クセス権
secretsmanager:SecretId (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

Secrets Manager リソース
リソースタイプ ARN

条件キー

Secret

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 51)

arn:${Partition}:secretsmanager:${Region}:
${Account}:secret:${SecretId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 51)
aws:TagKeys (p. 51)
secretsmanager:ResourceTag/
tag-key (p. 52)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 52)
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Secrets Manager は、シークレットの名前の最後にダッシュと 6 つのランダムな英数字を加えることで、
シークレット ARN の最後の部分を構成します。シークレットを削除した後に同じ名前の別のシークレッ
トを作成すると、Secrets Manager が 6 つのランダムな文字を生成するため、この形式により、元のシー
クレットへのアクセス許可を持つユーザーが新しいシークレットに自動でアクセスできないようにするこ
とができます。
シークレットの ARN は、シークレットの詳細ページにある Secrets Manager コンソールで、または
DescribeSecret を呼び出すことで見つけることができます。

条件キー
以下の表の文字列条件をアクセス許可ポリシーに含める場合、Secrets Manager の呼び出し元は、一致
するパラメータを渡す必要があります。渡さない場合、アクセスが拒否されます。欠落しているパラ
メータの呼び出し元を拒否しないようにするには、条件演算子名の末尾に IfExists を追加します (例:
StringLikeIfExists)。詳細については、「IAM JSON ポリシー要素: 条件演算子」を参照してくださ
い。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが Secrets Manager サービスに対して行うリクエ
ストに含まれるキーによってアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

ユーザーが Secrets Manager サービスに行うリクエストに存
在するすべてのタグキー名のリストに基づいて、アクセスを
フィルタリングします。

ArrayOfString

シークレットをレプリケートするリージョンのリストでアク
secretsmanager:AddReplicaRegions
セスをフィルタリングします。

ArrayOfString

リソースポリシーが広範な AWS アカウント アクセスをブ
secretsmanager:BlockPublicPolicy
ロックするかどうかによって、アクセスをフィルタリングし
ます。

Bool

リクエスト内の記述テキストによるアクセスをフィルタリン
secretsmanager:Description
グします。

文字列

シークレットがリカバリウィンドウなしですぐに削除される
secretsmanager:ForceDeleteWithoutRecovery
かどうかによりアクセスをフィルタリングします。

Bool

宛先リージョンで同じ名前のシークレットを上書きするかど
secretsmanager:ForceOverwriteReplicaSecret
うかでアクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエスト内の KMS キーの ARN によるアクセスをフィルタ
secretsmanager:KmsKeyId
リングします。

文字列

シークレットのローテーションルールを変更するかどうかに
secretsmanager:ModifyRotationRules
基づいて、アクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエスト内のシークレットのフレンドリー名によるアクセ
secretsmanager:Name
スをフィルタリングします。

文字列

Secrets Manager がシークレットを削除するまで待機する日
secretsmanager:RecoveryWindowInDays
数でアクセスをフィルタリングします。

数値

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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BlockPublicPolicy 条件

条件キー

説明

タイプ

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
secretsmanager:ResourceTag/
す。
tag-key

文字列

シークレットを直ちにローテーションするかどうかに基づい
secretsmanager:RotateImmediately
て、アクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエスト内のローテーション Lambda 関数の ARN による
secretsmanager:RotationLambdaARN
アクセスをフィルタリングします。

ARN

リクエスト内の SecretID 値によるアクセスをフィルタリング
secretsmanager:SecretId
します。

ARN

シークレットが作成されるプライマリリージョンでアクセス
secretsmanager:SecretPrimaryRegion
をフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のシークレットのバージョンの唯一の識別子で
secretsmanager:VersionId
アクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のバージョンステージのリストでアクセスを
secretsmanager:VersionStage
フィルタリングします。

文字列

シークレットに関連するローテーション Lambda 関数の ARN
secretsmanager:resource/
によるアクセスをフィルタリングします。
AllowRotationLambdaArn

ARN

BlockPublicPolicy 条件を利用したシークレット
への広範なアクセスのブロック
アクション PutResourcePolicy を許可するアイデンティティポリシーでは、BlockPublicPolicy:
true を使用することをお勧めします。この条件は、ポリシーが広範なアクセスを許可していない場合、
ユーザーがリソースポリシーのみをシークレットにアタッチできることを意味します。
Secrets Manager は、Zelkova の自動推論を使用して、広範なアクセスのためのリソースポリシーを分析
します。Zelkova の詳細については、「AWS セキュリティブログ」の「AWS が自動推論を使用して大規
模なセキュリティを実現する方法」を参照してください。
次の例は、BlockPublicPolicy の使用方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:PutResourcePolicy",
"Resource": "SecretId",
"Condition": {
"Bool": {
"secretsmanager:BlockPublicPolicy": "true"
}
}
}
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IP アドレス条件
Secrets Manager へのアクセスを許可または拒否するポリシーステートメントで、IP アドレス条件の演算
子または aws:SourceIp 条件キーを指定するときは、注意が必要です。例えば、社内のネットワーク IP
アドレスの範囲から届いたリクエストへの、AWS アクションを制限するポリシーをシークレットにアタッ
チすると、社内ネットワークからリクエストを呼び出す IAM ユーザーとしてのリクエストは、想定され
た通りに機能します。ただし、Lambda 関数でのローテーションを有効にするなど、ユーザーの代わりに
他のサービスがシークレットにアクセスできるようにすると、この関数は AWS 内部のアドレス空間から
Secrets Manager オペレーションを呼び出します。IP アドレスのフィルターがあるポリシーによって影響
されたリクエストは失敗します。
また、リクエストが Amazon VPC エンドポイントから送信されている場合、aws:sourceIP 条件キーは
効果が低下します。特定の VPC エンドポイントに対するリクエストを制限するには、the section called
“VPC エンドポイントの条件” (p. 53) を使用します。

VPC エンドポイントの条件
特定の VPC または VPC エンドポイントからのリクエストに対するアクセスを許可または拒否するに
は、aws:SourceVpc を使用して、指定された VPC からのリクエストに対するアクセスを制限する
か、aws:SourceVpce を使用して、指定された VPC エンドポイントからのリクエストに対するアクセス
を制限します。「the section called “例: アクセス許可と VPC” (p. 39)」を参照してください。
• aws:SourceVpc は、指定した VPC からのリクエストにアクセスを制限します。
• aws:SourceVpce は、指定した VPC エンドポイントからのリクエストにアクセスを制限します。
これらの条件キーをシークレットポリシーステートメントで使用し、Secrets Manager シークレットへの
アクセスを許可または拒否すると、ユーザーに代わってシークレットへのアクセスに Secrets Manager を
使用しているサービスへのアクセスを、意図せずに拒否してしまうことがあります。VPC 内で、一部の
AWS サービスのみがエンドポイントで実行できます。シークレットのリクエストを VPC または VPC エ
ンドポイントに制限すると、サービスに設定されていないサービスからの Secrets Manager への呼び出し
は失敗します。
「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照してください。
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AWS Secrets Manager でのシーク
レットの作成と管理
シークレットは、パスワード、ユーザーネームやパスワードなどの一連の認証情報、OAuth トークン、ま
たは、暗号化された形式で Secrets Manager に保存されるその他のシークレット情報にすることができま
す。
トピック
• AWS Secrets Manager データベースシークレットを作成する (p. 54)
• AWS Secrets Manager データベースクレデンシャルシークレットの JSON 構造 (p. 56)
• AWS Secrets Manager シークレットを作成する (p. 59)
• AWS Secrets Manager シークレットを変更する (p. 60)
• AWS Secrets Manager でシークレットを検索する (p. 62)
• AWS Secrets Manager シークレットを削除する (p. 64)
• AWS Secrets Manager シークレットを復元する (p. 66)
• AWS Secrets Manager シークレットを他の AWS リージョンにレプリケートする (p. 67)
• AWS Secrets Manager でレプリカシークレットをスタンドアロンシークレットに昇格させ
る (p. 69)
• AWS Secrets Manager シークレットにタグ付けする (p. 69)

AWS Secrets Manager データベースシークレット
を作成する
Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon Redshift、または Amazon DocumentDB の認証情報を保存する
には、次の手順に従います。使用する手順は、AWS CLI または、シークレットを保存する SDK の 1 つ
で、データベースシークレットの JSON 構造 (p. 56) で、シークレットを与える。コンソールを使用し
てデータベースシークレットを保存すると、Secrets Manager は正しい JSON 構造で自動的に作成しま
す。
他のリージョンにレプリケートされるソースデータベースの資格情報を保存する場合、そのシークレット
にはソースデータベースの接続情報が含まれます。その後、シークレットをレプリケートすると、レプリ
カはソースシークレットのコピーとなり、同じ接続情報が含まれます。リージョン別の接続情報について
はシークレットにキーおよび値ペアを追加できます。
シークレットを作成するには、SecretsManagerReadWrite AWS マネージドポリシー (p. 33) によって付与
されるアクセス許可が必要です。

シークレットを作成するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットを保存する) を選択します｡

3.

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[シークレットタイプ] で、保存するデータベース認証情報のタイプを選択します。
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• Amazon RDS データベース (Aurora を含む)

b.
c.

• Amazon DocumentDB データベース
• Amazon Redshift クラスター
認証情報を使用する場合、データベースの認証情報を入力します。
[Encryption key] (暗号化キー) には、シークレット内の値を暗号化するために Secrets Manager で
使用する AWS KMS key を選択します。
•
多くの場合、Secrets Manager に AWS マネージドキー を使用するときは、aws/
secretsmanager を選択します。このキーを使用してもコストは発生しません。
•

別の AWS アカウント からシークレットにアクセスする必要がある場合、または独自の KMS
キーを使用してローテーションまたはキーポリシーを適用できるようにする場合は、リスト
からカスタマーマネージドキーを選択するか、[Add new key] (新しいキーを追加) を選択して
作成します。作成した KMS キーに対して料金が発生します。
キーに対する次のアクセス許可が必要です: kms:Encrypt、kms:Decrypt、および
kms:GenerateDataKey。クロスアカウントアクセスの詳細については、the section called
“クロスアカウントアクセス” (p. 34) を参照してください。

4.

d.

[Database] (データベース) で、データベースを選択します。

e.

[Next] を選択します。

[Configure secret] (シークレットを設定する) ページで、次の操作を行います。
a.

わかりやすいシークレット名と説明を入力します。シークレット名は 1～512 文字の Unicode 文
字で構成されます。

b.

(オプション) [Tags] (タグ) セクションで、タグをシークレットに追加します。タグ付け戦略につ
いては、「the section called “タグシークレット” (p. 69)」を参照してください。機密情報は暗
号化されていないため、タグに保存しないでください。

c.

(オプション) [Resource permissions] (リソースに対するアクセス許可) でリソースポリシーをシー
クレットに追加するには、[Edit permissions] (アクセス許可の編集) をクリックします。詳しく
は、「the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」 を参照
してください。
(オプション) [Replicate secret] (シークレットのレプリケート) で、シークレットを別の AWS
リージョン にレプリケートするには、[Replicate secret] (シークレットをレプリケートする) を
クリックします。シークレットのレプリケーションは、この段階で実行することも、後に戻っ
てきて実行することもできます。詳しくは、「シークレットを他のリージョンにレプリケートす
る (p. 67)」 を参照してください。
[Next] を選択します。

d.

e.
5.

6.

(オプション) [Configure rotation] (ローテーションを設定する) ページで、シークレットの自動ロー
テーションを有効にできます。ローテーションをオフにしておいて、後でオンにすることもできま
す。詳しくは、「シークレットのローテーション (p. 110)」 を参照してください。[Next] (次へ) を
選択します。
[Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。
Secrets Manager はシークレットのリストに戻ります。新しいシークレットが表示されない場合は、
更新ボタンを選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してシークレットを作成するには、まずシークレットを含む JSON ファイルを作成しま
す。Secrets Manager がシークレットをローテーションできるようにするには、JSON が必ず データベー
スシークレットの JSON 構造 (p. 56) とマッチしないといけません。詳しくは、「the section called
“データベースシークレットの自動ローテーション (コンソール)” (p. 111)」 を参照してください。
次に、create-secret 操作を使用して、Secrets Manager にシークレットを保存します。
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シークレットを作成する
1.

ファイルにシークレットを作成します。例: mycreds.json という名前の JSON ファイル。
{

}

2.

"engine": "mysql",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to None>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 3306>"

AWS CLI で次のコマンドを使用します。
$ aws secretsmanager create-secret --name MySecret --secret-string file://mycreds.json

出力は以下のようになります。
{

}

"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:MySecret-a1b2c3",
"SecretName": "MySecret",
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"

AWS SDK
AWS SDK のいずれかを使用してシークレットを作成するには、CreateSecret アクションを使用しま
す。詳しくは、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」 を参照してください。

AWS Secrets Manager データベースクレデンシャ
ルシークレットの JSON 構造
データベースクレデンシャルシークレットの Secrets Manager で自動ローテーションを有効にする場合、
シークレットは正しい JSON 構造内になければなりません。ローテーション中、Secrets Manager はシー
クレット内の情報を使用してデータベースに接続しそこにある認証情報を更新します。AWS CLI または、
シークレットを格納する SDK のいずれかを使用する場合は、次の構造のいずれかでシークレットを指定す
る必要があります。コンソールを使用してデータベースシークレットを保存すると、Secrets Manager は
正しい JSON 構造で自動的に作成します。
たとえば、他のリージョンのレプリカデータベースの接続情報を含むように、データベースシークレット
にキーと値のペアを追加できます。
トピック
• Amazon RDS MariaDB シークレット構造 (p. 57)
• Amazon RDS MySQL のシークレット構造 (p. 57)
• Amazon RDS Oracle シークレット構造 (p. 57)
• Amazon RDS PostgreSQL のシークレット構造 (p. 57)
• Amazon RDS Microsoft SQLServer シークレット構造 (p. 58)
• Amazon DocumentDB シークレット構造 (p. 58)
• Amazon Redshift のシークレット構造 (p. 58)
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Amazon RDS MariaDB シークレット構造
{

}

"engine": "mariadb",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to None>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 3306>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon RDS MySQL のシークレット構造
{

}

"engine": "mysql",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to None>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 3306>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon RDS Oracle シークレット構造
{

}

"engine": "oracle",
"host": "<required: instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<required: username>",
"password": "<required: password>",
"dbname": "<required: database name>",
"port": "<optional: TCP port number. If not specified, defaults to 1521>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon RDS PostgreSQL のシークレット構造
{

"engine": "postgres",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
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}

"dbname": "<database name. If not specified, defaults to 'postgres'>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 5432>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon RDS Microsoft SQLServer シークレット構造
{

}

"engine": "sqlserver",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to 'master'>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 1433>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon DocumentDB シークレット構造
{

}

"engine": "mongo",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to None>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 27017>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"

Amazon Redshift のシークレット構造
{

}

"engine": "redshift",
"host": "<instance host name/resolvable DNS name>",
"username": "<username>",
"password": "<password>",
"dbname": "<database name. If not specified, defaults to None>",
"port": "<TCP port number. If not specified, defaults to 5439>"

the section called “交代ユーザー” (p. 11) を使用するには、名前と値のペアも含まれます。
"masterarn": "<the ARN of the elevated secret>"
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AWS Secrets Manager シークレットを作成する
API キー、アクセストークン、データベース用ではない認証情報、およびその他のシークレットを Secrets
Manager に保存するには、次の手順を実行します。
シークレットを作成するには、SecretsManagerReadWrite AWS マネージドポリシー (p. 33)によって付与
されるアクセス許可が必要です。

シークレットを作成するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Store a new secret] (新しいシークレットを保存する) を選択します｡

3.

[Choose secret type] (シークレットタイプを選択する) ページで、次の操作を行います。
a.

[Secret type] (シークレットタイプ) で、[Other type of secret] (他の種類のシークレット) を選択し
ます。

b.

キー/値ペアで、あなたのシークレットをキー/値ペア、またはプレーンテキストタブを選択して、
シークレットを任意の形式でシークレットを入力します。JSONをお勧めします。シークレット
には最大 65536 バイトまで保存できます。

c.

[Encryption key] (暗号化キー) には、シークレット内の値を暗号化するために Secrets Manager で
使用する AWS KMS key を選択します。
•

多くの場合、Secrets Manager に AWS マネージドキー を使用するときは、aws/
secretsmanager を選択します。このキーを使用してもコストは発生しません。

•

別の AWS アカウント からシークレットにアクセスする必要がある場合、または独自の KMS
キーを使用してローテーションまたはキーポリシーを適用できるようにする場合は、リスト
からカスタマーマネージドキーを選択するか、[Add new key] (新しいキーを追加) を選択して
作成します。作成した KMS キーに対して料金が発生します。
キーに対する次のアクセス許可が必要です: kms:Encrypt、kms:Decrypt、および
kms:GenerateDataKey。クロスアカウントアクセスの詳細については、「the section
called “クロスアカウントアクセス” (p. 34)」を参照してください。

d.
4.

5.

[Next] を選択します。

[Configure secret] (シークレットを設定する) ページで、次の操作を行います。
a.

わかりやすいシークレット名と説明を入力します。シークレット名は 1～512 文字の Unicode 文
字で構成されます。

b.

(オプション) [Tags] (タグ) セクションで、タグをシークレットに追加します。タグ付け戦略につ
いては、「the section called “タグシークレット” (p. 69)」を参照してください。機密情報は暗
号化されていないため、タグに保存しないでください。

c.

(オプション) [Resource permissions] (リソースに対するアクセス許可) でリソースポリシーをシー
クレットに追加するには、[Edit permissions] (アクセス許可の編集) をクリックします。詳しく
は、「the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」 を参照
してください。

d.

(オプション) [Replicate secret] (シークレットのレプリケート) で、シークレットを別の AWS
リージョン にレプリケートするには、[Replicate secret] (シークレットをレプリケートする) を
クリックします。シークレットのレプリケーションは、この段階で実行することも、後に戻っ
てきて実行することもできます。詳しくは、「シークレットを他のリージョンにレプリケートす
る (p. 67)」 を参照してください。

e.

[Next] を選択します。

(オプション) [Configure rotation] (ローテーションを設定する) ページで、シークレットの自動ロー
テーションを有効にできます。ローテーションをオフにしておいて、後でオンにすることもできま
す。詳しくは、「シークレットのローテーション (p. 110)」 を参照してください。[Next] を選択し
ます。
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6.

[Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) を選択します。
Secrets Manager はシークレットのリストに戻ります。新しいシークレットが表示されない場合は、
更新ボタンを選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してシークレットを作成するには、まずシークレットを含む JSON ファイルまたはバイナ
リファイルを作成します。次に、create-secret オペレーションを使用します。

シークレットを作成する
1.

ファイルにシークレットを作成します。例: mycreds.json という名前の JSON ファイル。
{
}

2.

"username": "saanvi",
"password": "EXAMPLE-PASSWORD"

AWS CLI で次のコマンドを使用します。
$ aws secretsmanager create-secret --name MySecret --secret-string file://mycreds.json

出力は以下のようになります。
{

}

"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:Region:AccountId:secret:MySecret-a1b2c3",
"SecretName": "MySecret",
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"

AWS SDK
AWS SDK のいずれかを使用してシークレットを作成するには、CreateSecret アクションを使用しま
す。詳しくは、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」 を参照してください。

AWS Secrets Manager シークレットを変更する
シークレットの作成者に応じて、そのシークレットの作成後にそのメタデータを変更できます。他のサー
ビスによって作成されたシークレットについては、他のサービスを使用して更新またはローテーションす
る必要がある場合があります。
シークレットを管理しているユーザーを特定するには、シークレット名を確認します。他のサービスに
よって管理されるシークレットには、そのサービスの ID がプレフィックスとして付けられます。また
は、AWS CLI で、describe-secret を呼び出してから、フィールド OwningService を確認します。詳細
については、「the section called “他のサービスによって管理されるシークレット” (p. 183)」を参照して
ください。
管理するシークレットについては、説明、リソースベースのポリシー、暗号化キー、およびタグを変更
できます。また、暗号化されたシークレット値を変更することもできますが、ローテーションを使用し
て認証情報を含むシークレット値を更新することが推奨されます。ローテーションによって、Secrets
Manager のシークレットと、データベースまたはサービスの認証情報の両方が更新されます。これにより
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シークレットが自動的に同期されるため、クライアントがシークレット値をリクエストしたとき、常に有
効な認証情報を取得できます。詳細については、「シークレットのローテーション (p. 110)」を参照して
ください。

管理するシークレットを更新するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

シークレットのリストから、自分のシークレットを選択します。

3.

シークレットの詳細ページで、次のいずれかの操作を実行します。
シークレットの名前や ARN は変更できないことに注意してください。
•

説明を更新するには、[Secrets details] (シークレットの詳細) セクションで [Actions] (アクション)
を選択し、[Edit description] (説明の編集) を選択します。

•

暗号化キーを更新するには、[Secrets details] (シークレットの詳細) セクションで [Actions] (アク
ション) を選択し、[Edit encryption key] (暗号化キーの編集) を選択します。「the section called
“シークレット暗号化と復号” (p. 188)」を参照してください。

•

タグを更新するには、[Tags] (タグ) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。「the section
called “タグシークレット” (p. 69)」を参照してください。

•

シークレット値を更新するには、[Secret value] (シークレット値) セクションで [Retrieve secret
value] (シークレット値の取得) を選択し、[Edit] (編集) を選択します。
Secrets Manager は、ステージングラベル AWSCURRENT を持つシークレットの新しいバージョ
ンを作成します。古いバージョンには引き続きアクセスできます。CLI では、get-secret-value を
version-id AWSPREVIOUS とともに使用します。

•

シークレットのローテーションを更新するには、[Edit rotation] (ローテーションの編集) を選択し
ます。「シークレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。

•

シークレットのアクセス許可を更新するには、[Edit permissions] (アクセス許可の編集) を選択し
ます。「the section called “アクセス許可ポリシーをシークレットにアタッチする” (p. 31)」を参
照してください。

•

シークレットを他のリージョンにレプリケーションするには、「シークレットを他のリージョン
にレプリケートする (p. 67)」を参照してください。

•

シークレットにレプリカがある場合は、レプリカの暗号化キーを変更できます。レプリケート
シークレットセクションで、レプリカのラジオボタンを選択し、アクションメニューで、[暗号化
キーの編集] を選択します。「the section called “シークレット暗号化と復号” (p. 188)」を参照
してください。

AWS CLI
AWS CLI を使用してシークレットを更新するには、 update-secret または put-secret-value のオペレー
ションを使用します。シークレットにタグ付けするには、the section called “タグシークレット” (p. 69)
を参照してください。

Example 例: シークレットの説明の更新
次の例では、説明を追加するか、--description パラメータ内の 1 つに置き換えます。
$ aws secretsmanager update-secret --secret-id production/MyAwesomeAppSecret --description
'This is the description I want to attach to the secret.'
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:production/
MyAwesomeAppSecret-AbCdEf",
"Name": "production/MyAwesomeAppSecret",
"VersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"
}
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Example 例: 暗号化キーの更新
次の例では、このシークレットの暗号化キーを追加または置換します。
暗号化キーを変更すると、Secrets Manager は、ステージングラベル
AWSCURRENT、AWSPENDING、AWSPREVIOUS を持つシークレットのバージョンを新しい暗号化キーで再
暗号化します。シークレット値が変更されると、Secrets Manager はそれも新しいキーで暗号化します。
シークレットを取得すると、古いキーまたは新しいキーを使用してシークレットを復号できます。
$ aws secretsmanager update-secret --secret-id production/MyAwesomeAppSecret --kms-key-id
arn:aws:kms:Region:AccountId:key/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE

Example 例: シークレット値の更新
シークレットのシークレット値を更新すると、Secrets Manager は、AWSCURRENT ステージングラベルで
新しいバージョンを作成し、AWSPREVIOUS ステージングラベルを、以前はラベル AWSCURRENT だった
バージョンに移行させます。
10 分に 1 回以上の持続頻度で PutSecretValue または UpdateSecret を呼び出すことは避けること
が推奨されます。PutSecretValue または UpdateSecret を呼び出してシークレット値を更新する
と、Secrets Manager はシークレットの新しいバージョンを作成します。Secrets Manager は、数値が
100 を超えると古いバージョンから削除していきますが、24 時間以内に作成されたバージョンは削除しま
せん。10 分に 1 回以上の頻度でシークレット値を更新すると、Secrets Manager が削除した数よりも多く
バージョンが作成され、シークレットバージョンのクォータに達します。
次の AWS CLI コマンドの例では、シークレットのシークレット値を更新します。
$ aws secretsmanager put-secret-value --secret-id production/MyAwesomeAppSecret --secretstring '{"username":"anika","password":"EXAMPLE-PASSWORD"}'
{
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:production/
MyAwesomeAppSecret-AbCdEf",
"SecretName": "production/MyAwesomeAppSecret",
"VersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"
}

AWS SDK
10 分に 1 回以上の持続頻度で PutSecretValue または UpdateSecret を呼び出すことは避けること
が推奨されます。PutSecretValue または UpdateSecret を呼び出してシークレット値を更新する
と、Secrets Manager はシークレットの新しいバージョンを作成します。Secrets Manager は、数値が
100 を超えると古いバージョンから削除していきますが、24 時間以内に作成されたバージョンは削除しま
せん。10 分に 1 回以上の頻度でシークレット値を更新すると、Secrets Manager が削除した数よりも多く
バージョンが作成され、シークレットバージョンのクォータに達します。
シークレットを更新するには、次のアクションを実行します:
UpdateSecret、ReplicateSecretToRegions、または PutSecretValue。詳細については、「the
section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS Secrets Manager でシークレットを検索する
フィルタなしでシークレットを検索すると、Secrets Manager はシークレット名、説明、タグキー、およ
びタグ値のキーワードを照合します。フィルタなしで検索すると、大文字と小文字は区別されず、スペー
ス、/、_、=、# などの特殊文字は無視され、数字と文字のみが使用されます。フィルタなしで検索する
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と、Secrets Manager は検索文字列を分析して個別の単語に変換します。単語は、大文字から小文字、文
字から数字、または数字/文字から句読点への変更によって区切られます。たとえば、名前、説明、および
タグのキーと値で、creds、Database、および 892 を検索する検索語 credsDatabase#892 を入力す
るとします。
検索に次のフィルタを適用できます。
名前
シークレット名の先頭に一致します。大文字と小文字は区別されます。たとえば、名前: Data
は、databaseSecret でも MyData でもない DatabaseSecret という名前のシークレットを返し
ます。
説明
シークレットの説明内の単語に一致します。大文字と小文字は区別されません。たとえば、説明: My
Description は、シークレットを次の説明で照合します。
• My Description
• my description
• My basic description
• Description of my secret
レプリケート:
プライマリシークレット、レプリカシークレット、またはレプリケートされないシークレットをフィ
ルタリングできます。
タグキー
タグキーの先頭に一致します。大文字と小文字は区別されます。たとえば、タグキー: Prod は、タ
グ Production そして Prod1 付きのシークレットを返しますが、タグ prod または 1 Prod 付きの
シークレットは返しません。
タグ 値
タグ値の先頭に一致します。大文字と小文字は区別されます。たとえば、タグ値: Prod はタグ
Production そして Prod1 付きのシークレットを返しますが、タグ値 prod または 1 Prod を持つ
シークレットは返しません。
Secrets Manager はリージョンのサービスであり、検索は、選択されたリージョンのシークレットのみを
返します。

AWS CLI
Secrets Manager に保存されているシークレットを検索するには、list-secrets を使用します。使用で
きるフィルターキーは次のとおりです。
• description
• name
• tag-key
• tag-value
• primary-region
• all (上記のすべてのキーを検索します)
以下の検索の例では、説明にキーワード conducts を使用してシークレットを検索しています。検索語の
前後に引用符はありません。正規表現はサポートされていません。
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$ aws secretsmanager list-secrets --filters Key=description,Values=conducts

AWS SDK
AWS SDK のいずれかを使用してシークレットを見つけるには、ListSecrets を使用します。詳しく
は、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS Secrets Manager シークレットを削除する
シークレットが持つ重要な特性から、AWS Secrets Manager では、シークレットの削除を故意に困難に
しています。Secrets Manager は、シークレットをすぐには削除しません。Secrets Manager は、シーク
レットをすぐにアクセス不能にし、最短で 7 日間の復旧期間が経過した後に削除されるようスケジュール
を設定します。ウインドウの復旧期間が終了するまで、以前に削除したシークレットを復旧することがで
きます。削除対象としてマークしたシークレットに対しては料金は発生しません。
プライマリシークレットが他のリージョンにレプリケートされている場合、プライマリシークレットを削
除することはできません。最初にレプリカを削除してから、プライマリシークレットを削除します。レプ
リカを削除すると、すぐに削除されます。
シークレットのバージョンを直接削除することはできません。代わりに、AWS CLI または AWS SDK を
使ってそのバージョンからすべてのステージングラベルを削除します。これにより、そのバージョンは非
推奨とマークされ、Secrets Manager はバックグラウンドでバージョンを自動的に削除できるようになり
ます。
アプリケーションでシークレットがまだ使用されているかどうかがわからない場合は、復旧期間中にシー
クレットにアクセスしようとしたときに警告する Amazon CloudWatch アラームを作成します。詳しく
は、「Amazon CloudWatch を使用して、削除予定の AWS Secrets Manager シークレットをモニタリング
する (p. 167)」を参照してください。
シークレットを削除するには、secretsmanager:ListSecrets と secretsmanager:DeleteSecret
のアクセス許可が必要です。

シークレットを削除するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

シークレットのリストで、削除するシークレットを選択します。

3.

[Secrets details] (シークレットの詳細) セクションで、[Actions] (アクション) を選択し、[Delete
secret] (シークレットの削除) を選択します。

4.

[Disable secret and schedule deletion] (シークレットの無効化と削除のスケジュール) ダイアログボッ
クスの、[Waiting period] (待機期間) に、永続的に削除するまでの待機日数を入力します。Secrets
Manager は DeletionDate というフィールドをアタッチし、現在の日付と時刻に､復旧期間として指
定した日数を加えたものを設定します。

5.

[Schedule deletion] (削除をスケジュールする) を選択します。

削除済みのシークレットを表示するには
1.
2.
3.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
[Secrets] (シークレット) ページで、[Preferences] (設定) (

) を選択します。

[Preferences] (設定) ダイアログボックスで、[Show disabled secrets] (無効なシークレットの表示) を
選択し、[Save] (保存) を選択します。
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レプリカシークレットを削除する
1.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/を開く。

2.
3.

プライマリシークレットを選択します。
[Replicate Secret] (シークレットのレプリケーション) セクションで、レプリカのシークレットを選択
します。
[Actions] (アクション) メニューから [Delete Replica] (レプリカの削除) を選択します。

4.

AWS CLI
シークレットを削除するときは、delete-secret アクションを使用します。シークレットのバージョン
を削除するときは、update-secret-version-stage アクションを使用してすべてのステージングラベ
ルを削除します。これで、Secrets Manager はシークレットのバージョンをバックグラウンドで削除でき
ます。削除するバージョンのバージョン ID を確認するときは、ListSecretVersionIds を使用します。
レプリカを削除するには、remove-regions-from-replication アクションを使用します。

Example
次の例では、MyTestDatabase という名前のシークレットを削除対象としてマークし、14 日間の復旧期
間後に削除するよう、スケジュールを設定します。DeletionDate フィールドに指定された任意の日時
に、Secrets Manager はシークレットを完全に削除します。
$ aws secretsmanager delete-secret --secret-id development/MyTestDatabase --recoverywindow-in-days 14
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf",
"Name": "development/MyTestDatabase",
"DeletionDate": 1510089380.309
}

Example
次の例では、復旧期間なしでシークレットを直ちに削除します。DeletionDate レスポンスフィールドに
は、将来の時刻ではなく現在の日付および時刻が表示されます。このシークレットは、復元できません。
$ aws secretsmanager delete-secret --secret-id development/MyTestDatabase --force-deletewithout-recovery
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf",
"Name": "development/MyTestDatabase",
"DeletionDate": 1508750180.309
}

Example
次の例では、レプリカシークレットを削除します。
$ aws secretsmanager remove-regions-from-replication --secret-id development/MyTestDatabase
--remove-replica-regions us-east-1

Example
次の例では、MyTestDatabase という名前のシークレットのバージョンから、AWSPREVIOUS ステージン
グラベルを削除します。
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$ aws secretsmanager update-secret-version-stage \
--secret-id development/MyTestDatabase \
--remove-from-version-id EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE
--version-stage AWSPREVIOUS
{
"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf",
"Name": "development/MyTestDatabase"
}

AWS SDK
シークレットを削除するには、DeleteSecret コマンドを使用します。シークレットのバージョン
を削除するには、UpdateSecretVersionStage コマンドを使用します。レプリカを削除するに
は、StopReplicationToReplica コマンドを使用します。詳しくは、「the section called “AWS
SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS Secrets Manager シークレットを復元する
Secrets Manager は、削除が予定されているシークレットを非推奨とみなし、ユーザーはこれに直接アク
セスすることはできなくなります。復旧期間が過ぎると、Secrets Manager はシークレットを完全に削除
します。Secrets Manager がシークレットを削除すると、復元することはできません。復旧期間が終了す
る前に、シークレットを復元して再度アクセス可能にすることができます。これにより、スケジュールさ
れた完全削除をキャンセルする DeletionDate フィールドが削除されます。
コンソールでシークレットとそのメタデータを復元するには、secretsmanager:ListSecrets と
secretsmanager:RestoreSecret のアクセス許可が必要です。

シークレットを復元するには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

シークレットのリストで、復元するシークレットを選択します。
削除したシークレットがシークレットのリストに表示されないときは、[Preferences] (設定) ( ) を選
択します。[Preferences] (設定) ダイアログボックスで、[Show disabled secrets](無効なシークレット
の表示) を選択し、[Save] (保存) を選択します。

3.

[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、[Cancel deletion] (削除のキャンセル) を選択します。

4.

[Cancel secret deletion] (シークレットの削除のキャンセル) ダイアログボックスで、[Cancel deletion]
(削除のキャンセル) を選択します。

AWS CLI
restore-secret コマンドを使って、Secrets Manager に保存されているシークレットを取得します。

Example
次の例では、以前に削除した MyTestDatabase という名前のシークレットを復元します。これにより、ス
ケジュールされた削除がキャンセルされ、シークレットへのアクセスが復元されます。
$ aws secretsmanager restore-secret --secret-id development/MyTestDatabase
{
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"ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:development/
MyTestDatabase-AbCdEf",
"Name": "development/MyTestDatabase"
}

AWS SDK
削除対象としてマークされたシークレットを復元するには、RestoreSecret コマンドを実行します。詳
細については、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS Secrets Manager シークレットを他の AWS
リージョンにレプリケートする
シークレットを複数の AWS リージョン レプリケートし、リージョンのアクセスと低レイテンシーの
要件を満たすために、これらのリージョンに分散するアプリケーションをサポートします。後で必要な
場合は、レプリカシークレットをスタンドアロンに昇格させ、レプリケーション用に個別に設定できま
す。Secrets Manager は、指定したリージョン全体で、タグ、リソースポリシー、シークレットの更新な
ど、暗号化されたシークレットデータおよびメタデータをレプリケートします。
レプリケートされたシークレットの ARN では、次の例のように、レプリカのあるリージョンが表示され
ます。
• プライマリシークレット:
arn:aws::secretsmanager:Region1:123456789012:secret:MySecret-a1b2c3
• レプリカシークレット:
arn:aws::secretsmanager:Region2:123456789012:secret:MySecret-a1b2c3
レプリカシークレットの料金情報については、AWS Secrets Manager の料金を参照してください。
他のリージョンにレプリケートされているソースデータベースのデータベース認証情報を保存すると、
シークレットにはソースデータベースの接続情報が含まれます。その後、シークレットをレプリケートす
ると、レプリカはソースシークレットのコピーとなり、同じ接続情報が含まれます。リージョン接続情報
のシークレットにキー/値ペアを追加できます。
プライマリシークレットのローテーションを設定すると、Secrets Manager はプライマリリージョンで
シークレットのローテーションを実行し、新しいシークレット値が関連するすべてのレプリカシークレッ
トに反映されます。すべてのレプリカシークレットのローテーションを個別に管理する必要はありませ
ん。
シークレットは、すべての有効な AWS リージョンでレプリケーションできます。ただし、Secrets
Manager を特別な AWS リージョン (AWS GovCloud (US) または中国のリージョン等) で使用する場合、
設定できるのは、それらの特別な AWS リージョン内にあるシークレットおよびそのレプリカのみとな
ります。有効な AWS リージョンにあるシークレットを特別なリージョンでレプリケートしたり、特別な
リージョンのシークレットを商用リージョンでレプリケーションしたりすることはできません。
シークレットを別のリージョンにレプリケートするには、そのリージョンを有効にする必要があります。
詳細については、「AWS リージョンの管理」を参照してください。
シークレットが保存されているリージョンで Secrets Manager エンドポイントを呼び出すことで、レプ
リケートせずに複数のリージョンでシークレットを使用できます。エンドポイントのリストについては、
「AWS Secrets Manager エンドポイント」を参照してください。レプリケーションを使用してワークロー
ドの耐障害性を向上させるには、「Disaster Recovery (DR) Architecture on AWS, Part I: Strategies for

67

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
AWS CLI

Recovery in the Cloud」(AWS でのディザスタリカバリ (DR) アーキテクチャ、パート I: クラウドでのリカ
バリ戦略) を参照してください。

シークレットを他のリージョンにレプリケートするには (コンソール)
1.
2.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。

3.

[Secret details] (シークレットの詳細) ページで、以下のいずれかの操作を行います。
•
シークレットがレプリケートされない場合は、[Replicate secret] (シークレットをレプリケート)
をクリックします。
•

4.

シークレットがレプリケートされている場合は、[Replicate secret] (シークレットをレプリケー
ト) セクションで、[Add Regions] (リージョンを追加) をクリックします。

[Add replica regions] (レプリカリージョンの追加) ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[AWS Region] (AWS リージョン) で、シークレットのレプリケート先となるリージョン選択しま
す。

b.

(オプション) [Encryption key] (暗号化キー) で、シークレットの暗号化に使用する KMS キーを選
択します。キーはレプリカリージョン内にある必要があり、プライマリシークレットと同じキー
を選択できます。

c.

(オプション) 別のリージョンを追加するには、[Add more regions] (リージョンを追加) をクリック
します。
[Replicate] (レプリケート) を選択します。

d.

シークレットの詳細ページに戻ります。[Replicate Secret] (シークレットをレプリケート) セクション
で、[Replication Status] (レプリケーションステータス) がそれぞれのリージョンを表示します。レプ
リケーションが失敗する原因とそれらを解決する方法は、次のとおりです。
• Failed - 選択したリージョンに同じ名前のシークレットがあります。解決策の 1 つは、レプリカ
リージョンにある重複した名前のシークレットを上書きすることです。[Actions] (アクション) メ
ニューを選択し、[Retry replication] (レプリケーションを再試行)を選択する。[Retry replication]
(レプリケーションを再試行) ダイアログボックスで、[Overwrite] (上書き) を選択してから、[Retry
replication] (レプリケーションを再試行) を選択します。
• Failed - KMS キーでレプリケーションを完成させるためのアクセス許可がありません。解決策の 1
つは、KMS キーのアクセス許可ポリシーを更新して、kms:Decrypt アクセス許可を取得します。
• Failed - ネットワークエラーが原因でシークレットのレプリケーションに失敗しました。ネットワー
クが利用可能になったら、[Actions] (アクション) メニューを選択し、[Retry replication] (レプリケー
ションを再試行) を選択します。
• Failed - レプリケーションを行うリージョンが有効化されていません。リージョンを有効にする方法
の詳細については、「AWS リージョンの管理」を参照してください。

AWS CLI
シークレットをレプリケートするには、replicate-secret-to-regions アクションを使用してくださ
い。次の例では、シークレットを米国東部 (バージニア北部) にレプリケートします。
$ aws secretsmanager replicate-secret-to-regions --secret-id production/DBWest --addreplica-regions Region=us-east-1

AWS SDK
シークレットをレプリケートするには、ReplicateSecretToRegions コマンドを使用してください。
詳細については、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。
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AWS Secrets Manager でレプリカシークレットを
スタンドアロンシークレットに昇格させる
レプリカシークレットは、別のプライマリからレプリケートされるシークレットです。AWS リージョン。
プライマリと同じシークレット値とメタデータを持ちますが、別の KMS キーで暗号化できます。レプリ
カシークレットは、暗号化キーを除き、プライマリシークレットとは別に更新することはできません。
レプリカシークレットを昇格すると、プライマリシークレットからレプリカシークレットが切断され、レ
プリカシークレットがスタンドアロンのシークレットになります。プライマリシークレットに加えた変更
は、スタンドアロンのシークレットにレプリケーションされません。
プライマリシークレットが使用できなくなった場合、災害対策ソリューションとして、レプリカシーク
レットをスタンドアロンのインスタンスに昇格させることができます。または、レプリカのローテーショ
ンを有効にする場合は、レプリカをスタンドアロンのシークレットに昇格させることができます。
レプリカを昇格する場合は、スタンドアロンシークレットを使用するために、必ず対応するアプリケー
ションを更新します。

レプリカシークレットを昇格するには (コンソール)
1.

次の場所から Secrets Manager にログインします (https://console.aws.amazon.com/
secretsmanager/)。

2.

[Secrets] (シークレット) ページで、プライマリシークレットを選択します。

3.

シークレットの詳細ページで、シークレットをレプリケートセクションで、昇格させるレプリカの
ARN を選択します。

4.

レプリカシークレットの詳細ページで、[] を選択します。スタンドアロンシークレットに昇格するを
選択します。スタンドアロンシークレットに昇格する。

AWS CLI
レプリカをスタンドアロン・シークレットに昇格させるには、stop-replication-to-replicaaction.
このアクションは、レプリカシークレットリージョンから呼び出す必要があります。

Example
次の例では、レプリカシークレットをスタンドアロンに昇格させます。
$ aws secretsmanager stop-replication-to-replica \
--secret-id development/MyTestDatabase

AWS SDK
レプリカをスタンドアロンシークレットに昇格させるには、StopReplicationToReplica コマンドを
使用します。このコマンドはレプリカシークレットリージョンから呼び出す必要があります。詳細につい
ては、「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。

AWS Secrets Manager シークレットにタグ付けす
る
Secrets Manager は、タグを定義されるキーとオプションの値から構成されるラベルとして定義します。
タグを使用すると、お使いの AWS アカウントでシークレットとその他のリソースを簡単に管理、検索、
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フィルタリングできます。シークレットにタグ付けする時、すべてのリソースに標準化された命名規則を
使用すること。詳細については、「タグ付けのベストプラクティス」ホワイトペーパーを参照してくださ
い。
シークレットにアタッチされているタグをチェックすることにより、シークレットへのアクセスを許可ま
たは拒否できます。詳細については、「the section called “例: タグを使用してシークレットへのアクセス
を制御する” (p. 41)」を参照してください。
コンソール、AWS CLI、SDK ではタグでシークレットを見つけることができます。また、AWS の
Resource Groups ツールを使用すると、タグに基づいてリソースを統合整理するカスタムコンソールを作
成できます。特定のタグを持つシークレットを検索するには、「the section called “シークレットを検索す
る” (p. 62)」を参照してください。Secrets Manager は、タグベースのコスト配分をサポートしていま
せん。
タグでは、大文字と小文字が区別されます。決して、シークレットの機密情報をタグに保存しないでくだ
さい。シークレットへのタグ付けは、作成時または編集時に行うことができます。

シークレットのタグを変更するには (コンソール)
1.
2.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
シークレットのリストから、自分のシークレットを選択します。

3.

シークレットの詳細ページの [Tags] (タグ) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。タグキーの名
前と値は、大文字と小文字は区別されます。また、タグキーは一つだけである必要があります。

AWS CLI
シークレットのタグを変更するには、tag-resource または untag-resource オペレーションを使用し
ます。

Example
次の例では、タグに --tags パラメータで指定されたものを追加するか､置き換えます。タグキーの名前
と値では、大文字と小文字は区別されます。また、タグキーは一意である必要があります。パラメータは
Key および Value 要素の JSON 配列であると想定されています。
$ aws secretsmanager tag-resource --secret-id MySecret2 --tags Key=costcenter,Value=12345

Example
次の AWS CLI コマンドの例では、指定されたシークレットからキー「environment」を持つタグが削除さ
れます。
$ aws secretsmanager untag-resource --secret-id MySecret2 --tag-keys 'environment'

tag-resource コマンドはいかなる出力も復旧しません。

AWS SDK
シークレットのタグを変更するには、TagResource または UntagResource を使用します。詳しくは、
「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。
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AWS Secrets Manager からのシーク
レットの取得
コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) または AWS CLI (get-secret-value)
を使用して自分のシークレットを取得できます。
アプリケーションでは、任意の GetSecretValue SDK で AWS を呼び出すことで自分のシークレットを
取得できます。ただし、シークレット値はクライアント側のキャッシュを使用してキャッシュすることを
お勧めします。シークレットをキャッシュすることで、速度が向上し、コストを削減できます。
• Java アプリケーションの場合:
• データベースの認証情報をシークレットに保存する場合は、Secrets Manager SQL 接続ドライ
バー (p. 72)を使用し、シークレット内の認証情報を用いてデータベースに接続します。
• 他のタイプのシークレットについては、Secrets Manager の Java ベースのキャッシュコンポーネン
ト (p. 76)を使用します。
• Python アプリケーションでは、Secrets Manager の Python ベースのキャッシュコンポーネン
ト (p. 81)を使用します。
• .NET アプリケーションでは、Secrets Manager の .NET ベースのキャッシュコンポーネン
ト (p. 85)を使用します。
• Go アプリケーションでは、Secrets Manager の Go ベースのキャッシュコンポーネント (p. 90)を使
用します。
• JavaScript アプリケーションの場合は、getSecretValue で SDK を直接呼び出します。
• PHP アプリケーションの場合は、GetSecretValue で SDK を直接呼び出します。
• Ruby アプリケーションの場合は、get_secret_value で SDK を直接呼び出します。
• GitHub アクションについては、「the section called “GitHub ジョブ” (p. 100)」を参照してください。

他のシステムや AWS サービス内
次に含まれるシークレットを取得することもできます。
• AWS Batch を使用すると、ジョブの定義でシークレットを参照 (p. 93)できます。
• AWS CloudFormation を使用すると、CloudFormation スタックでシークレットを作成 (p. 140)およ
びシークレットを参照 (p. 93)できます。
• Amazon ECS では、コンテナ定義でシークレットを参照 (p. 95)できます。
• Amazon EKS では、AWS Secrets and Configuration Provider (ASCP) (p. 95) を使用して Amazon
EKS でシークレットをファイルとしてマウントすることができます。
• GitHub の場合、Secrets Manager GitHub アクション (p. 100)を使用して、GitHub ジョブにシークレッ
トを環境変数として追加できます。
• AWS IoT Greengrass を使用すると、Greengrass グループでシークレットを参照 (p. 103)できます。
• AWS Lambda の場合、Lambda 関数でシークレットを参照 (p. 103)できます。
• パラメータストアでは、パラメータでシークレットを参照 (p. 108)できます。
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AWS Secrets Manager シークレットの認証情報を
使用して SQL データベースに接続する
Java アプリケーションでは、Secrets Manager SQL 接続ドライバーを使用して、Secrets Manager に保
存された認証情報を用いて MySQL、PostgreSQL、Oracle、および MSSQLServer のデータベースに接続
できます。各ドライバーはベース JDBC ドライバーをラップしているため、JDBC 呼び出しを使用して
データベースにアクセスすることができます。ただし、接続用のユーザーネームとパスワードを渡す代わ
りに、シークレットの ID を指定します。ドライバーは、Secrets Manager を呼び出してシークレット値
を取得してから、シークレット内の認証情報と接続情報を使用してデータベースに接続します。また、ド
ライバーは Java のクライアント側キャッシュライブラリ (p. 76)を使用して認証情報をキャッシュする
ため、その後の接続では Secrets Manager を呼び出す必要はありません。1 時間ごと、およびシークレッ
トがローテーションされたときに、キャッシュが更新されます。キャッシュを設定するには、the section
called “SecretCacheConfiguration” (p. 78)を参照してください。。
GitHub からソース コードをダウンロードすることができます。
Secrets Manager SQL 接続ドライバーを使用するには、以下が必要です。
• アプリケーションが Java 8 以降である必要があります。
• シークレットはデータベースシークレットの JSON 構造 (p. 56)の中にあるはずです。シークレットの形
式を確認するには、Secrets Manager コンソールで、シークレットを表示して [Retrieve secret value] を
選択します。または、AWS CLI で、get-secret-value を呼び出します。
• データベースが他のリージョンにレプリケートされている場合、別のリージョンのレプリカデータベー
スに接続するには、接続の作成時にリージョンのエンドポイントとポートを指定します。リージョン接
続情報は、追加のキー/値のペア、SSM パラメータストアパラメータ、またはコード構成でシークレッ
トに格納できます。
ドライバーをプロジェクトに追加するには、Maven ビルドファイル pom.xml で、次のドライバーの依
存関係を追加します。詳細については、Maven リポジトリのウェブサイトの「Secrets Manager SQL
Connection Library」(Secrets Manager SQL 接続ライブラリ) を参照してください。
<dependency>
<groupId>com.amazonaws.secretsmanager</groupId>
<artifactId>aws-secretsmanager-jdbc</artifactId>
<version>1.0.5</version>
</dependency>

例:
• データベースへの接続を確立する (p. 72)
• データベースへの接続を確立する (p. 74)
• c3p0 接続プールを使用して接続を確立する (p. 75)
• c3p0 接続プールを使用して接続を確立する (p. 76)

データベースへの接続を確立する
次の例では、シークレット内の認証情報と接続情報を使用してデータベースへの接続を確立する方法を
示しています。接続が確立すると、JDBC 呼び出しを使用してデータベースにアクセスすることができま
す。詳細については、Java ドキュメントのウェブサイトの「JDBC Basics」(JDBC の基本) を参照してく
ださい。
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MySQL
// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMySQLDriver" ).newInstance();
// Retrieve the connection info from the secret
String URL = "secretId";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

PostgreSQL

// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerPostgreSQLDriver" ).newInstance()
// Retrieve the connection info from the secret
String URL = "secretId";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

Oracle
// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerOracleDriver" ).newInstance();
// Retrieve the connection info from the secret
String URL = "secretId";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

MSSQLServer

// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMSSQLServerDriver" ).newInstance(
// Retrieve the connection info from the secret
String URL = "secretId";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
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conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

データベースへの接続を確立する
次の例では、シークレット内の認証情報と接続情報を使用してデータベースへの接続を確立する方法を示
しています。別のリージョンのレプリカデータベースに接続するには、接続のエンドポイントとポートを
指定します。
他のリージョンにレプリケートされるシークレットは、リージョンデータベースへの接続のレイテンシー
を向上させることができますが、ソースシークレットとは異なる接続情報は含まれません。各レプリカ
は、ソースシークレットのコピーです。リージョン接続情報をシークレットに保存するには、リージョン
のエンドポイントとポート情報のキー/値のペアを追加します。
接続が確立すると、JDBC 呼び出しを使用してデータベースにアクセスすることができます。詳細につい
ては、Java ドキュメントのウェブサイトの「JDBC Basics」(JDBC の基本) を参照してください。
MySQL
// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMySQLDriver" ).newInstance();
// Set the endpoint and port. You can also retrieve it from a key/value pair in the
secret.
String URL = "jdbc-secretsmanager:mysql://example.com:3306";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

PostgreSQL

// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerPostgreSQLDriver" ).newInstance()
// Set the endpoint and port. You can also retrieve it from a key/value pair in the
secret.
String URL = "jdbc-secretsmanager:postgresql://example.com:5432/database";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

Oracle
// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerOracleDriver" ).newInstance();
// Set the endpoint and port. You can also retrieve it from a key/value pair in the
secret.
String URL = "jdbc-secretsmanager:oracle:thin:@example.com:1521/ORCL";
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// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

MSSQLServer

// Load the JDBC driver
Class.forName( "com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMSSQLServerDriver" ).newInstance(
// Set the endpoint and port. You can also retrieve it from a key/value pair in the
secret.
String URL = "jdbc-secretsmanager:sqlserver://example.com:1433";
// Populate the user property with the secret ARN to retrieve user and password from
the secret
Properties info = new Properties( );
info.put( "user", "secretId" );
// Establish the connection
conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

c3p0 接続プールを使用して接続を確立する
次の例では、ドライバーを使用してシークレットから認証情報とエンドポイントを取得する
c3p0.properties ファイルを示しています。user と jdbcUrl には、シークレット ID を入力して接続
プールを設定します。その後、プールから接続を取得し、他のデータベース接続として使用することがで
きます。詳細については、Java ドキュメントのウェブサイトの「JDBC Basics」(JDBC の基本) を参照し
てください。
c3p0 の詳細については、Machinery For Change のウェブサイトの「c3p0」を参照してください。
MySQL
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMySQLDriver
c3p0.jdbcUrl=secretId

PostgreSQL
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerPostgreSQLDriver
c3p0.jdbcUrl=secretId

Oracle
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerOracleDriver
c3p0.jdbcUrl=secretId

MSSQLServer
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMSSQLServerDriver
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c3p0.jdbcUrl=secretId

c3p0 接続プールを使用して接続を確立する
次の例では、ドライバーを使用してシークレットから認証情報とエンドポイントを取得する
c3p0.properties ファイルを示しています。別のリージョンのレプリカデータベースに接続するには、
エンドポイントとポートを直接指定するか、シークレット内のキーと値のペアから取得します。その後、
プールから接続を取得し、他のデータベース接続として使用することができます。詳細については、Java
ドキュメントのウェブサイトの「JDBC Basics」(JDBC の基本) を参照してください。
MySQL
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMySQLDriver
c3p0.jdbcUrl=jdbc-secretsmanager:mysql://example.com:3306

PostgreSQL
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerPostgreSQLDriver
c3p0.jdbcUrl=jdbc-secretsmanager:postgresql://example.com:5432/database

Oracle
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerOracleDriver
c3p0.jdbcUrl=jdbc-secretsmanager:oracle:thin:@example.com:1521/ORCL

MSSQLServer
c3p0.user=secretId
c3p0.driverClass=com.amazonaws.secretsmanager.sql.AWSSecretsManagerMSSQLServerDriver
c3p0.jdbcUrl=jdbc-secretsmanager:sqlserver://example.com:1433

Java アプリケーションで AWS Secrets Manager
シークレットを取得する
シークレットを取得するときに、Secrets Manager の Java ベースのキャッシュコンポーネントを使
用して、将来使用するためにキャッシュすることができます。キャッシュされたシークレットの取得
は、Secrets Manager からの取得よりも高速です。Secrets Manager API を呼び出すにはコストがかかる
ため、キャッシュを使用するとコストを削減できます。
キャッシュポリシーは LRU (最近最も使われていない) であるため、キャッシュでシークレットを破棄す
る必要が生じた場合は、最も最近使われていないシークレットが破棄されます。デフォルトでは、1 時間
ごとにキャッシュでシークレットが更新されます。キャッシュでシークレットが更新される頻度を設定で
き、シークレットの取得に接続して機能を追加することができます。
キャッシュ参照が解放されると、キャッシュはガベージコレクションを強制しません。キャッシュを実装
するのはキャッシュを使用するためであり、セキュリティを強化するためでもセキュリティに焦点を当て
るためでもありません。キャッシュ内のアイテムを暗号化するなど、セキュリティを強化する必要がある
場合は、所定のインターフェイスと抽象メソッドを使用してください。
このコンポーネントを使用するには、以下が必要です。
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• Java 8 以上の開発環境。Oracle のウェブサイトの「Java SE Downloads」(Java SEのダウンロード) を
参照してください。
• AWS SDK for Java 1.x。プロジェクトで AWS SDK for Java の両方のバージョンを使用できます。詳細
については、「SDK for Java 1.x と 2.x の並行使用」を参照してください。
ソースコードをダウンロードするには、GitHub の「Secrets Manager Java-based caching client
component」(Secrets Manager の Java ベースのキャッシュクライアントコンポーネント) を参照してくだ
さい。
コンポーネントをプロジェクトに追加するには、Maven pom.xml ファイルに、次の依存関係を含めま
す。Maven の詳細については、Apache Maven プロジェクトのウェブサイトの「Getting Started Guide」
(入門ガイド) を参照してください。
<dependency>
<groupId>com.amazonaws.secretsmanager</groupId>
<artifactId>aws-secretsmanager-caching-java</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>

リファレンス
• SecretCache (p. 77)
• SecretCacheConfiguration (p. 78)
• SecretCacheHook (p. 80)

Example 例: シークレットを取得する
次のコード例は、シークレット文字列を取得する Lambda 関数を示しています。これは関数ハンドラーの
外部でのキャッシュのインスタンス化のベストプラクティスに従うため、Lambda 関数を再度呼び出して
も、API は継続して呼び出されません。
package com.amazonaws.secretsmanager.caching.examples;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.secretsmanager.caching.SecretCache;
public class SampleClass implements RequestHandler<String, String> {
private final SecretCache cache

= new SecretCache();

@Override public String handleRequest(String secretId, Context context) {
final String secret = cache.getSecretString(secretId);
// Use the secret, return success;
}

}

SecretCache
Secrets Manager からリクエストされたシークレットのインメモリキャッシュ。the section called
“getSecretString” (p. 78) または the section called “getSecretBinary” (p. 78) を使用して、キャッ
シュからシークレットを取得します。キャッシュの設定は、コンストラクタで the section called
“SecretCacheConfiguration” (p. 78) オブジェクトを渡すことで設定できます。
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詳細と例については、「the section called “Java アプリケーション” (p. 76)」を参照してください。

コンストラクタ
public SecretCache()
SecretCache オブジェクトのデフォルトコンストラクタ。
public SecretCache(AWSSecretsManagerClientBuilder builder)
提供された AWSSecretsManagerClientBuilder を用いて作成された Secrets Manager クライア
ントを使用して、新しいキャッシュを構築します。このコンストラクタを使用して、Secrets Manager
クライアントをカスタマイズします (特定のリージョンまたはエンドポイントを使用するなど)。
public SecretCache(AWSSecretsManager client)
提供された AWSSecretsManagerClient を使用して、新しいシークレットキャッシュを構築しま
す。このコンストラクタを使用して、Secrets Manager クライアントをカスタマイズします (特定の
リージョンまたはエンドポイントを使用するなど)。
public SecretCache(SecretCacheConfiguration config)
提供された the section called “SecretCacheConfiguration” (p. 78) を使用して、新
しいシークレットキャッシュを構築します。

方法
getSecretString
public String getSecretString(final String secretId)
Secrets Manager から文字列シークレットを取得します。戻り値は String。

getSecretBinary
public ByteBuffer getSecretBinary(final String secretId)
Secrets Manager からバイナリシークレットを取得します。戻り値は ByteBuffer。

refreshNow
public boolean refreshNow(final String secretId) throws InterruptedException
キャッシュを強制的に更新します。エラーが発生せずに更新が完了した場合は true を返し、そうでない
場合は false を返します。

閉鎖
public void close()
キャッシュを終了します。

SecretCacheConfiguration
キャッシュされるシークレットの最大キャッシュサイズや有効期限 (TTL) などの、the section called
“SecretCache” (p. 77) のキャッシュ設定オプション。

コンストラクタ
public SecretCacheConfiguration
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SecretCacheConfiguration オブジェクトのデフォルトコンストラクタ。

方法
getClient
public AWSSecretsManager getClient()
キャッシュがシークレットを取得する AWSSecretsManagerClient を返します。

setClient
public void setClient(AWSSecretsManager client)
キャッシュがシークレットを取得する AWSSecretsManagerClient クライアントを設定します。

getCacheHook
public SecretCacheHook getCacheHook()
キャッシュ更新に接続するために使用される the section called “SecretCacheHook” (p. 80) インター
フェイスを返します。

setCacheHook
public void setCacheHook(SecretCacheHook cacheHook)
キャッシュ更新に接続するために使用される the section called “SecretCacheHook” (p. 80) インター
フェイスを設定します。

getMaxCacheSize
public int getMaxCacheSize()
最大キャッシュサイズを返します。デフォルトは 1,024 個のシークレットです。

setMaxCacheSize
public void setMaxCacheSize(int maxCacheSize)
最大キャッシュサイズを設定します。デフォルトは 1,024 個のシークレットです。

getCacheItemTTL
public long getCacheItemTTL()
キャッシュされた項目の TTL をミリ秒単位で返します。キャッシュされたシークレットがこの TTL を超
えると、キャッシュは AWSSecretsManagerClient から新しいシークレットのコピーを取得します。デ
フォルトは 1 時間 (ミリ秒単位) です。
TTL の後にシークレットがリクエストされると、キャッシュはシークレットを同期的に更新します。同期
更新が失敗した場合、キャッシュは古いシークレットを返します。

setCacheItemTTL
public void setCacheItemTTL(long cacheItemTTL)
キャッシュされた項目の TTL をミリ秒単位で設定します。キャッシュされたシークレットがこの TTL を
超えると、キャッシュは AWSSecretsManagerClient から新しいシークレットのコピーを取得します。
デフォルトは 1 時間 (ミリ秒単位) です。
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getVersionStage
public String getVersionStage()
キャッシュするシークレットのバージョンを返します。詳細については、「Secret versions (p. 12)」(シー
クレットバージョン) を参照してください。デフォルトは "AWSCURRENT" です。

setVersionStage
public void setVersionStage(String versionStage)
キャッシュするシークレットのバージョンを設定します。詳細については、「Secret versions (p. 12)」
(シークレットバージョン) を参照してください。デフォルト: "AWSCURRENT"。

SecretCacheConfiguration withClient
public SecretCacheConfiguration withClient(AWSSecretsManager client)
シークレットを取得する AWSSecretsManagerClient を設定します。新しい設定を持つ更新された
SecretCacheConfiguration オブジェクトを返します。

SecretCacheConfiguration withCacheHook
public SecretCacheConfiguration withCacheHook(SecretCacheHook cacheHook)
インメモリキャッシュに接続するために使用されるインターフェイスを設定します。新しい設定を持つ更
新された SecretCacheConfiguration オブジェクトを返します。

SecretCacheConfiguration withMaxCacheSize
public SecretCacheConfiguration withMaxCacheSize(int maxCacheSize)
最大キャッシュサイズを設定します。新しい設定を持つ更新された SecretCacheConfiguration オブ
ジェクトを返します。

SecretCacheConfiguration withCacheItemTTL
public SecretCacheConfiguration withCacheItemTTL(long cacheItemTTL)
キャッシュされた項目の TTL をミリ秒単位で設定します。キャッシュされたシークレットがこの TTL を
超えると、キャッシュは AWSSecretsManagerClient から新しいシークレットのコピーを取得します。
デフォルトは 1 時間 (ミリ秒単位) です。新しい設定を持つ更新された SecretCacheConfiguration オ
ブジェクトを返します。

SecretCacheConfiguration withVersionStage
public SecretCacheConfiguration withVersionStage(String versionStage)
キャッシュするシークレットのバージョンを設定します。詳細については、「Secret
versions (p. 12)」(シークレットバージョン) を参照してください。新しい設定を持つ更新された
SecretCacheConfiguration オブジェクトを返します。

SecretCacheHook
the section called “SecretCache” (p. 77) に接続して、キャッシュに保存されているシークレットに対し
てアクションを実行するインターフェイス。

put
Object put(final Object o)
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キャッシュに保存するオブジェクトを準備します。
キャッシュに保存するオブジェクトを返します。

get
Object get(final Object cachedObject)
キャッシュされたオブジェクトからオブジェクトを派生させます。
キャッシュから返すオブジェクトを返します

Python アプリケーションで AWS Secrets Manager
シークレットを取得する
シークレットを取得するときに、Secrets Manager の Python ベースのキャッシュコンポーネントを使
用して、将来使用するためにキャッシュすることができます。キャッシュされたシークレットの取得
は、Secrets Manager からの取得よりも高速です。Secrets Manager API を呼び出すにはコストがかかる
ため、キャッシュを使用するとコストを削減できます。
キャッシュポリシーは LRU (最近最も使われていない) であるため、キャッシュでシークレットを破棄す
る必要が生じた場合は、最も最近使われていないシークレットが破棄されます。デフォルトでは、1 時間
ごとにキャッシュでシークレットが更新されます。キャッシュでシークレットが更新される頻度を設定で
き、シークレットの取得に接続して機能を追加することができます。
キャッシュ参照が解放されると、キャッシュはガベージコレクションを強制しません。キャッシュを実装
するのはキャッシュを使用するためであり、セキュリティを強化するためでもセキュリティに焦点を当て
るためでもありません。キャッシュ内のアイテムを暗号化するなど、セキュリティを強化する必要がある
場合は、所定のインターフェイスと抽象メソッドを使用してください。
このコンポーネントを使用するには、以下が必要です。
• Python 3.6 以降。
• botocore 1.12 以降。「AWS SDK for Python」および「Botocore」を参照してください。
• setuptools_scm 3.2 以降。https://pypi.org/project/setuptools-scm/ を参照してください。
ソースコードをダウンロードするには、GitHub の「Secrets Manager Python-based caching client
component」(Secrets Manager の Python ベースのキャッシュクライアントコンポーネント) を参照してく
ださい。
コンポーネントをインストールするには、次のコマンドを使用します。
$ pip install aws-secretsmanager-caching

リファレンス
• SecretCache (p. 82)
• SecretCacheConfig (p. 83)
• SecretCacheHook (p. 83)
• @InjectSecretString (p. 84)
• @InjectKeywordedSecretString (p. 84)
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Example 例: シークレットを取得する
次の例は、mysecret という名前のシークレットのシークレット値を取得する方法を示しています。
import botocore
import botocore.session
from aws_secretsmanager_caching import SecretCache, SecretCacheConfig
client = botocore.session.get_session().create_client('secretsmanager')
cache_config = SecretCacheConfig()
cache = SecretCache( config = cache_config, client = client)
secret = cache.get_secret_string('mysecret')

SecretCache
Secrets Manager から取得されたシークレットのインメモリキャッシュ。the section called
“get_secret_string” (p. 82) または the section called “get_secret_binary” (p. 82) を使用して、
キャッシュからシークレットを取得します。キャッシュの設定は、コンストラクタで the section called
“SecretCacheConfig” (p. 83) オブジェクトを渡すことで設定できます。
詳細と例については、「the section called “Python アプリケーション” (p. 81)」を参照してください。
cache = SecretCache(
config = the section called “SecretCacheConfig”,
client = client
)

使用できるメソッドは次のとおりです。
• get_secret_string (p. 82)
• get_secret_binary (p. 82)

get_secret_string
シークレット文字列値を取得します。
リクエストの構文
response = cache.get_secret_string(
secret_id='string',
version_stage='string' )

パラメータ
• secret_id (string) -- [必須] シークレットの名前または ARN。
• version_stage (string) -- 取得するシークレットのバージョン。詳細については、「Secret
versions」(シークレットバージョン) を参照してください。デフォルトは「AWSCURRENT」で
す。
戻り型
string

get_secret_binary
シークレットバイナリ値を取得します。
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リクエストの構文
response = cache.get_secret_binary(
secret_id='string',
version_stage='string'
)

パラメータ
• secret_id (string) -- [必須] シークレットの名前または ARN。
• version_stage (string) -- 取得するシークレットのバージョン。詳細については、「Secret
versions」(シークレットバージョン) を参照してください。デフォルトは「AWSCURRENT」で
す。
戻り型
base64 でエンコードされた文字列

SecretCacheConfig
キャッシュされるシークレットの最大キャッシュサイズや有効期限 (TTL) などの、the section called
“SecretCache” (p. 82) のキャッシュ設定オプション。

パラメータ
max_cache_size (int)
最大キャッシュサイズ。デフォルトは 1024 個のシークレットです。
exception_retry_delay_base (int)
例外が発生してから、リクエストを再試行するまで待機する秒数。デフォルト: 1。
exception_retry_growth_factor (int)pur
失敗したリクエストの再試行間の待機時間を計算するために使用する増加係数。デフォルト: 2。
exception_retry_delay_max (int)
失敗したリクエスト間の最大待機時間 (秒)。デフォルト: 3600。
default_version_stage (str)
キャッシュするシークレットのバージョン。詳細については、「Secret versions (p. 12)」(シークレッ
トバージョン) を参照してください。デフォルト: 'AWSCURRENT'。
secret_refresh_interval (int)
キャッシュされたシークレット情報の更新間の待機秒数。デフォルト: 3600。
secret_cache_hook (SecretCacheHook)
SecretCacheHook 抽象クラスの実装。デフォルト値は None です。

SecretCacheHook
the section called “SecretCache” (p. 82) に接続して、キャッシュに保存されているシークレットに対し
てアクションを実行するインターフェイス。
使用できるメソッドは次のとおりです。
• put (p. 84)
• get (p. 84)
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put
キャッシュに保存するオブジェクトを準備します。
リクエストの構文
response = hook.put(
obj='secret_object'
)

パラメータ
• obj (object) -- [必須] シークレットまたはシークレットを含むオブジェクト。
戻り型
オブジェクト

get
キャッシュされたオブジェクトからオブジェクトを派生させます。
リクエストの構文
response = hook.get(
obj='secret_object'
)

パラメータ
• obj (object) -- [必須] シークレットまたはシークレットを含むオブジェクト。
戻り型
オブジェクト

@InjectSecretString
このデコレータは、1 番目と 2 番目の引数として、シークレット ID 文字列と the section called
“SecretCache” (p. 82) を必要とします。このデコレータはシークレット文字列値を返します。シーク
レットに文字列が含まれている必要があります。
from aws_secretsmanager_caching import SecretCache
from aws_secretsmanager_caching import InjectKeywordedSecretString,

InjectSecretString

cache = SecretCache()
@InjectSecretString ( 'mysecret' , cache )
def function_to_be_decorated( arg1, arg2, arg3):

@InjectKeywordedSecretString
このデコレータは、1 番目と 2 番目の引数として、シークレット ID 文字列と the section called
“SecretCache” (p. 82) を必要とします。残りの引数は、ラップされた関数のパラメータをシークレット
内の JSON キーにマッピングします。シークレットに JSON 構造の文字列が含まれている必要がありま
す。
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この JSON を含むシークレットの場合は、次のようになります。
{
}

"username": "saanvi",
"password": "EXAMPLE-PASSWORD"

次の例では、シークレットから username および password の JSON 値を抽出する方法を示していま
す。
from aws_secretsmanager_caching import SecretCache
from aws_secretsmanager_caching import InjectKeywordedSecretString,

InjectSecretString

cache = SecretCache()
@InjectKeywordedSecretString ( secret_id = 'mysecret' , cache = cache , func_username =
'username' , func_password = 'password' )
def function_to_be_decorated( func_username, func_password):
print( 'Do something with the func_username and func_password parameters')

.NET アプリケーションで AWS Secrets Manager
シークレットを取得する
シークレットを取得するときに、Secrets Manager の .NET ベースのキャッシュコンポーネントを使
用して、将来使用するためにキャッシュすることができます。キャッシュされたシークレットの取得
は、Secrets Manager からの取得よりも高速です。Secrets Manager API を呼び出すにはコストがかかる
ため、キャッシュを使用するとコストを削減できます。
キャッシュポリシーは LRU (最近最も使われていない) であるため、キャッシュでシークレットを破棄す
る必要が生じた場合は、最も最近使われていないシークレットが破棄されます。デフォルトでは、1 時間
ごとにキャッシュでシークレットが更新されます。キャッシュでシークレットが更新される頻度を設定で
き、シークレットの取得に接続して機能を追加することができます。
キャッシュ参照が解放されると、キャッシュはガベージコレクションを強制しません。キャッシュを実装
するのはキャッシュを使用するためであり、セキュリティを強化するためでもセキュリティに焦点を当て
るためでもありません。キャッシュ内のアイテムを暗号化するなど、セキュリティを強化する必要がある
場合は、所定のインターフェイスと抽象メソッドを使用してください。
このコンポーネントを使用するには、以下が必要です。
• .NET Framework 4.6.1 以上、または .NET Standard 2.0 以上。Microsoft .NET のウェブサイトの「.NET
のダウンロード」を参照してください。
• AWS SDK for .NET。「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。
ソースコードをダウンロードするには、GitHub の「.NET キャッシュクライアント」を参照してくださ
い。
キャッシュを使用するには、まずキャッシュをインスタンス化してから、GetSecretString または
GetSecretBinary を使用して自分のシークレットを取得する必要があります。連続して取得すると、
キャッシュはシークレットのキャッシュされたコピーを返します。

キャッシュパッケージを入手するには
•

次のいずれかを実行します。
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•

プロジェクトディレクトリで次の .NET CLI コマンドを実行します。
dotnet add package AWSSDK.SecretsManager.Caching --version 1.0.4

•

.csproj ファイルに次のパッケージリファレンスを追加します。
<ItemGroup>
<PackageReference Include="AWSSDK.SecretsManager.Caching" Version="1.0.4" />
</ItemGroup>

リファレンス
• SecretsManagerCache (p. 87)
• SecretCacheConfiguration (p. 89)
• ISecretCacheHook (p. 89)

Example 例: シークレットを取得する
次のコード例では、MySecret という名前のシークレットを取得するメソッドを示しています。
using Amazon.SecretsManager.Extensions.Caching.SecretsManagerCache;
namespace LambdaExample
{
public class CachingExample
{
private const string MySecretName ="MySecret";
private SecretsManagerCache cache = new SecretsManagerCache();
public async Task<Response> FunctionHandlerAsync(string input, ILambdaContext
context)
{
string MySecret = await cache.GetSecretString(MySecretName);
// Use the secret, return success

}

}

}

Example 例: 有効期限 (TTL) キャッシュ更新期間を設定する
次のコード例は、MySecret という名前のシークレットを取得し、TTL キャッシュ更新期間を 24 時間に
設定する方法を示しています。
using Amazon.SecretsManager.Extensions.Caching;
namespace LambdaExample
{
public class CachingExample
{
private const string MySecretName = "MySecret";
private static SecretCacheConfiguration cacheConfiguration = new
SecretCacheConfiguration
{
CacheItemTTL = 86400000
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};
private SecretsManagerCache cache = new SecretsManagerCache(cacheConfiguration);
public async Task<Response> FunctionHandlerAsync(string input, ILambdaContext
context)
{
string mySecret = await cache.GetSecretString(MySecretName);

}

}

}

// Use the secret, return success

SecretsManagerCache
Secrets Manager からリクエストされたシークレットのインメモリキャッシュ。the section called
“GetSecretString” (p. 88) または the section called “GetSecretBinary” (p. 88) を使用して、キャッ
シュからシークレットを取得します。キャッシュの設定は、コンストラクタで the section called
“SecretCacheConfiguration” (p. 89) オブジェクトを渡すことで設定できます。
詳細と例については、「the section called “.NET アプリケーション” (p. 85)」を参照してください。

コンストラクタ
public SecretsManagerCache()
SecretsManagerCache オブジェクトのデフォルトコンストラクタ。
public SecretsManagerCache(IAmazonSecretsManager secretsManager)
提供された AmazonSecretsManagerClient を用いて作成された Secrets Manager クライアントを使用
して、新しいキャッシュを構築します。このコンストラクタを使用して、Secrets Manager クライア
ントをカスタマイズします (特定のリージョンまたはエンドポイントを使用するなど)。

パラメータ
secretsManager
シークレットを取得する AmazonSecretsManagerClient。
public SecretsManagerCache(SecretCacheConfiguration config)
提供された the section called “SecretCacheConfiguration” (p. 89) を使用して、新しいシークレット
キャッシュを構築します。このコンストラクタを使用してキャッシュを設定します (キャッシュする
シークレットの数や更新頻度など)。

パラメータ
config
キャッシュの設定情報が含まれている the section called “SecretCacheConfiguration” (p. 89)。
public SecretsManagerCache(IAmazonSecretsManager secretsManager,
SecretCacheConfiguration config)
提供された AmazonSecretsManagerClient および the section called
“SecretCacheConfiguration” (p. 89) を使用して作成された Secrets Manager クライアントを使用し
て、新しいキャッシュを構築します。このコンストラクタを使用して Secrets Manager クライアント
をカスタマイズし (特定のリージョンまたはエンドポイントを使用するなど)、キャッシュを構成しま
す (キャッシュするシークレットの数や更新頻度など)。
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パラメータ
secretsManager
シークレットを取得する AmazonSecretsManagerClient。
config
キャッシュの設定情報が含まれている the section called “SecretCacheConfiguration” (p. 89)。

方法
GetSecretString
public async Task<String> GetSecretString(String secretId)
Secrets Manager から文字列シークレットを取得します。

パラメータ
secretId
取得するシークレットの ARN または名前。

GetSecretBinary
public async Task<byte[]> GetSecretBinary(String secretId)
Secrets Manager からバイナリシークレットを取得します。

パラメータ
secretId
取得するシークレットの ARN または名前。

RefreshNowAsync
public async Task<bool> RefreshNowAsync(String secretId)
Secrets Manager からのシークレット値をリクエストし、変更があればキャッシュを更新します。既存
のキャッシュエントリがない場合は、新しいキャッシュエントリを作成します。更新に成功した場合
は、true を返します。

パラメータ
secretId
取得するシークレットの ARN または名前。

GetCachedSecret
public SecretCacheItem GetCachedSecret(string secretId)
指定されたシークレットのキャッシュエントリがキャッシュに存在する場合、そのキャッシュエントリを
返します。それ以外の場合は、Secrets Manager からシークレットを取得し、新しいキャッシュエントリ
を作成します。
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パラメータ
secretId
取得するシークレットの ARN または名前。

SecretCacheConfiguration
キャッシュされるシークレットの最大キャッシュサイズや有効期限 (TTL) などの、the section called
“SecretsManagerCache” (p. 87) のキャッシュ設定オプション。

プロパティ
CacheItemTTL
public uint CacheItemTTL { get; set; }
キャッシュ項目の TTL (ミリ秒単位)。デフォルトは 3600000 ミリ秒 (1 時間) です。最大値は
4294967295 ms で、約 49.7 日です。

MaxCacheSize
public ushort MaxCacheSize { get; set; }
最大キャッシュサイズ。デフォルトは 1,024 個のシークレットです。最大値は 65,535 です。

VersionStage
public string VersionStage { get; set; }
キャッシュするシークレットのバージョン。詳細については、「Secret versions (p. 12)」(シークレット
バージョン) を参照してください。デフォルト: "AWSCURRENT"。

クライアント
public IAmazonSecretsManager Client { get; set; }
シークレットを取得する AmazonSecretsManagerClient。null の場合、キャッシュは新しいクライアント
をインスタンス化します。デフォルト: null。

CacheHook
public ISecretCacheHook CacheHook { get; set; }
the section called “ISecretCacheHook” (p. 89)。

ISecretCacheHook
the section called “SecretsManagerCache” (p. 87) に接続して、キャッシュに保存されているシーク
レットに対してアクションを実行するインターフェイス。

方法
プット
object Put(object o);
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キャッシュに保存するオブジェクトを準備します。
キャッシュに保存するオブジェクトを返します。

Get
object Get(object cachedObject);
キャッシュされたオブジェクトからオブジェクトを派生させます。
キャッシュから返すオブジェクトを返します

Go アプリケーションで AWS Secrets Manager
シークレットを取得する
シークレットを取得するときに、Secrets Manager の GO ベースのキャッシュコンポーネントを使用
して、将来の使用のためにキャッシュすることができます。キャッシュされたシークレットの取得
は、Secrets Manager からの取得よりも高速です。Secrets Manager API を呼び出すにはコストがかかる
ため、キャッシュを使用するとコストを削減できます。
キャッシュポリシーは LRU (最近最も使われていない) であるため、キャッシュでシークレットを破棄す
る必要が生じた場合は、最も最近使われていないシークレットが破棄されます。デフォルトでは、1 時間
ごとにキャッシュでシークレットが更新されます。キャッシュでシークレットが更新される頻度を設定で
き、シークレットの取得に接続して機能を追加することができます。
キャッシュ参照が解放されると、キャッシュはガベージコレクションを強制しません。キャッシュを実装
するのはキャッシュを使用するためであり、セキュリティを強化するためでもセキュリティに焦点を当て
るためでもありません。キャッシュ内のアイテムを暗号化するなど、セキュリティを強化する必要がある
場合は、所定のインターフェイスと抽象メソッドを使用してください。
このコンポーネントを使用するには、以下が必要です。
• AWS SDK for Go 「the section called “AWS SDK” (p. 8)」を参照してください。
ソースコードをダウンロードするには、GitHub の「Secrets Manager Go caching client」(Secrets
Manager の Go キャッシュクライアント) を参照してください。
Go の開発環境を設定するには、Go プログラミング言語のウェブサイトの「Golang Getting Started」(Go
言語の使用開始) を参照してください。
リファレンス
• type Cache (p. 91)
• type CacheConfig (p. 92)
• type CacheHook (p. 92)

Example 例: シークレットを取得する
次のコード例は、シークレットを取得する Lambda 関数を示しています。
package main
import (
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
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"github.com/aws/aws-secretsmanager-caching-go/secretcache"

)

var (
secretCache, _ = secretcache.New()
)
func HandleRequest(secretId string) string {
result, _ := secretCache.GetSecretString(secretId)
// Use the secret, return success

}

func main() {
lambda. Start( HandleRequest)

}

type Cache
Secrets Manager からリクエストされたシークレットのインメモリキャッシュ。the section called
“GetSecretString” (p. 91) または the section called “GetSecretBinary” (p. 92) を使用して、キャッ
シュからシークレットを取得します。
次に、キャッシュの設定方法の例を示します。
// Create a custom secretsmanager client
client := getCustomClient()
// Create a custom CacheConfig struct
config := secretcache. CacheConfig{
MaxCacheSize: secretcache.DefaultMaxCacheSize + 10,
VersionStage: secretcache.DefaultVersionStage,
CacheItemTTL: secretcache.DefaultCacheItemTTL,
}
// Instantiate the cache
cache, _ := secretcache.New(
func( c *secretcache.Cache) {
func( c *secretcache.Cache) {
)

c. CacheConfig = config },
c. Client = client },

詳細と例については、「the section called “Go アプリケーション” (p. 90)」を参照してください。

方法
New
func New(optFns ...func(*Cache)) (*Cache, error)
New は機能オプションを使用してシークレットキャッシュを構築します。それ以外の場合はデフォルトが
使用されます。新しいセッションから Secrets Manager クライアントを初期化します。CacheConfig をデ
フォルト値に初期化します。LRU キャッシュをデフォルトの最大サイズで初期化します。

GetSecretString
func (c *Cache) GetSecretString(secretId string) (string, error)
GetSecretString は、指定されたシークレット ID のキャッシュからシークレット文字列値を取得します。
シークレット文字列を返し、オペレーションが失敗した場合はエラーを返します。
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GetSecretStringWithStage
func (c *Cache) GetSecretStringWithStage(secretId string, versionStage string)
(string, error)
GetSecretStringWithStage は、指定されたシークレット ID とバージョンステージ (p. 12)のキャッシュか
らシークレット文字列値を取得します。シークレット文字列を返し、オペレーションが失敗した場合はエ
ラーを返します。

GetSecretBinary
func (c *Cache) GetSecretBinary(secretId string) ([]byte, error) {
GetSecretBinary は、指定されたシークレット ID のキャッシュからシークレットバイナリ値を取得しま
す。シークレットバイナリを返し、オペレーションが失敗した場合はエラーを返します。

GetSecretBinaryWithStage
func (c *Cache) GetSecretBinaryWithStage(secretId string, versionStage string)
([]byte, error)
GetSecretBinaryWithStage は、指定されたシークレット ID とバージョンステージ (p. 12)のキャッシュか
らシークレットバイナリ値を取得します。シークレットバイナリを返し、オペレーションが失敗した場合
はエラーを返します。

type CacheConfig
キャッシュされるシークレットの最大キャッシュサイズ、デフォルトバージョンステージ (p. 12)、および
有効期限 (TTL) などの、Cache (p. 91) のキャッシュ設定オプション。
type CacheConfig struct {
// The maximum cache size. The default is 1024 secrets.
MaxCacheSize int
// The TTL of a cache item in nanoseconds. The default is
// 3.6e10^12 ns or 1 hour.
CacheItemTTL int64
// The version of secrets that you want to cache. The default
// is "AWSCURRENT".
VersionStage string

}

// Used to hook in-memory cache updates.
Hook CacheHook

type CacheHook
Cache (p. 91) に接続して、キャッシュに保存されているシークレットに対してアクションを実行する
インターフェイス。

方法
プット
Put(data interface{}) interface{}
キャッシュに保存するオブジェクトを準備します。
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Get
Get(data interface{}) interface{}
キャッシュされたオブジェクトからオブジェクトを派生させます。

AWS Secrets ManagerシークレットAWS Batchを
使用する
AWS Batch を使用すると、AWS クラウド でバッチコンピューティングワークロードを実行できま
す。AWS Batch を使用すると、AWS Secrets Manager シークレットに機密データを保存してジョブ定義
でそれを参照することによって、ジョブの機密のデータを挿入できます。詳細については、「」を参照し
てください。Secrets Manager を使用した機密データの指定。

AWS CloudFormation リソースの AWS Secrets
Manager シークレットを取得する
AWS CloudFormation の場合、シークレットを取得して、別の AWS CloudFormation リソースで使用で
きます。一般的なシナリオでは、まず シークレットマネージャーが生成したパスワードを使ってシーク
レットを作成し、次に、シークレットから、新しいデータベースの認証情報として使用するユーザーネー
ムとパスワードを取得します。AWS CloudFormation でシークレットを作成する方法の詳細については、
「AWS CloudFormation (p. 140)」を参照してください。
シークレットを取得するために、AWS CloudFormation テンプレートでは、ダイナミックリファレンスを
使用します。
シークレットに対するダイナミックリファレンスのパターンを、次に示します。
{{resolve:secretsmanager:secret-id:SecretString:json-key:version-stage:version-id}}

シークレットID
シークレット名またはシークレット ARN。AWS アカウントのシークレットにアクセスするには、
シークレット名を使用するだけです。別の AWS アカウントのシークレットにアクセスするには、
シークレット ARN を使用します。
json-key (オプション)
値を取得するペアのキー名を指定します。json-key を指定しない場合、AWS CloudFormation は
シークレットテキスト全体を取得します。このセグメントにはコロン文字 (:) を含めることはできま
せん。
version-stage (オプション)
使用するクエリのバージョン (p. 12) シークレットマネージャーは、ステージングラベルがローテー
ション処理中にさまざまなバージョンを追跡するために使用されます。version-stage を使用する
場合は、version-id を指定することはできません。version-stage または version-id、を指定
しない場合、デフォルトでは AWSCURRENT というラベルの付いたバージョンが取得されます。このセ
グメントにはコロン文字 (:) を含めることはできません。
version-id (オプション)
使用したいシークレットのバージョンの固有識別子を指定します。version-id を指定した場合
は、version-stage を指定しないでください。version-stage または version-id を指定しな
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い場合、次にデフォルトでは AWSCURRENT というバージョンが取得されます。このセグメントにはコ
ロン文字 (:) を含めることはできません。
詳細については、「シークレットマネージャーのシークレットを指定するための、ダイナミックレファレ
ンスを使用する」を参照してください。

例:シークレットを使用してデータベースパスワードを
設定する
この例では、MyRDSSecret シークレットに保存されている username と password の値を取得し、それ
らを Amazon RDS DB インスタンスのユーザーネームおよびパスワードとして使用します。
MyRDSSecret シークレット値は、次のようになります。
{

}

"engine": "mysql",
"username": "admin",
"password": "EXAMPLE-PASSWORD",
"host": "my-database-endpoint.us-east-2.rds.amazonaws.com",
"dbname": "myDatabase",
"port": "3306"

AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

"MyRDSInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBName": "MyRDSInstance",
"AllocatedStorage": "20",
"DBInstanceClass": "db.t2.micro",
"Engine": "mysql",
"MasterUsername":
"{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}",
"MasterUserPassword":
"{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}"
}
}

}

YAML
MyRDSInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
DBName: MyRDSInstance
AllocatedStorage: '20'
DBInstanceClass: db.t2.micro
Engine: mysql
MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}'
MasterUserPassword: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}'
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Amazon Elastic Container Service のセキュリティ
AWS Secrets Managerを使用してください。
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービ
スです。Amazon ECS を使用すると、Secrets Manager secrets に機密データを保存してコンテナの定
義でそれを参照することによって、コンテナに機密データを挿入することができます。Secrets Manager
secretに保存された機密データは、環境変数として、またはログ設定の一部としてコンテナに公開でき
ます。詳細については、次を参照してください。Secrets Manager を使用した機密データの指定およ
びチュートリアル: Secrets Manager Secretsを使用して機密データを指定する。

Amazon Elastic Kubernetes Service で AWS
Secrets Manager シークレットを使用する
Secrets Manager のシークレットを Amazon EKS のポッドにマウントされたファイルとして表示するに
は、Kubernetes シークレットストア CSI ドライバー向けの AWS シークレットおよび設定プロバイダー
(ASCP) を使用します。ASCP は Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 1.17+ で動作しま
す。
ASCP を使用すると、Secrets Manager でシークレットを保存および管理し、Amazon EKS で実行されて
いるワークロードからシークレットを取得できます。シークレットに JSON 形式の複数のキー/値ペアが
含まれている場合は、Amazon EKS にマウントするキー/値ペアを選択できます。ASCP は JMESPath 構
文を使用して、シークレット内のキー/値のペアをクエリします。
IAM ロールとポリシーを使用して、シークレットへのアクセスをクラスター内の特定の Amazon EKS ポッ
ドに制限できます。ASCP はポッドアイデンティティを取得し、それを IAM ロールと交換します。ASCP
がポッドの IAM ロールを引き受けると、そのロールに対して認証されている Secrets Manager からシーク
レットを取得できます。
シークレットに Secrets Manager の自動ローテーションを使用する場合は、 シークレットストア CSI ド
ライバーのローテーション調整機能を使用して、Secrets Manager から最新のシークレットを取得するこ
ともできます。詳細については、「マウントされたコンテンツと同期された Kubernetes シークレットの
自動ローテーション」を参照してください。
ASCP の使用方法に関するチュートリアルについては、「the section called “チュートリアル” (p. 98)」
を参照してください。
パラメータストアを Amazon EKS と統合する方法については、「Use Parameter Store parameters in
Amazon Elastic Kubernetes Service」を参照してください。

ASCP をインストールする
ASCP は secrets-store-csi-provider-aws リポジトリの GitHub で入手できます。リポジトリには、シーク
レットを作成してマウントするための YAML ファイルの例も含まれています。

ASCP をインストールするには
•

シークレットストア CSI ドライバーと ASCP を Helm を使用してインストールするには、次のコマン
ドを使用します。
helm repo add secrets-store-csi-driver https://kubernetes-sigs.github.io/secrets-storecsi-driver/charts
helm install -n kube-system csi-secrets-store secrets-store-csi-driver/secrets-storecsi-driver
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helm repo add aws-secrets-manager https://aws.github.io/secrets-store-csi-driverprovider-aws
helm install -n kube-system secrets-provider-aws aws-secrets-manager/secrets-store-csidriver-provider-aws

または、デプロイディレクトリの YAML ファイルを使用してインストールするには、以下のコマンド
を使用します。
helm repo add secrets-store-csi-driver https://kubernetes-sigs.github.io/secrets-storecsi-driver/charts
helm install -n kube-system csi-secrets-store secrets-store-csi-driver/secrets-storecsi-driver
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/secrets-store-csi-driverprovider-aws/main/deployment/aws-provider-installer.yaml

ステップ 1: アクセスコントロールを設定する
Secrets Manager のシークレットへのアクセスを Amazon EKS ポッドに付与するには、まず、ポッド
がアクセスする必要のあるシークレットへのアクセスを制限するポリシーを作成します。ポリシーに
は、secretsmanager:GetSecretValue および secretsmanager:DescribeSecret アクセス許可
を含める必要があります。次に、サービスアカウントの IAM ロールを作成し、それにポリシーをアタッチ
します。
ASCP はポッドアイデンティティを取得し、それを IAM ロールに置き換えます。ASCP がポッドの
IAM ロールを引き受けると、認証されたシークレットへのアクセス許可が付与されます。他のコンテナ
は、IAM ロールに関連付けられていない限り、シークレットにアクセスできません。
ポリシーの作成方法の詳細については、「the section called “アクセス許可ポリシーをアイデンティティに
アタッチする” (p. 31)」を参照してください。
ASCP の使用方法に関するチュートリアルについては、「the section called “チュートリアル” (p. 98)」
を参照してください。

ステップ2: Amazon EKS でシークレットをマウントす
る
Amazon EKS でシークレットをファイルシステム上のファイルであるかのように表示するには、シーク
レットに関する情報と Amazon EKS ポッドでの表示方法を含む SecretProviderClass YAML ファイル
を作成します。
SecretProviderClass は、参照する Amazon EKS ポッドと同じ名前空間にある必要があります。
Amazon EKS にインターネットアクセスがない場合、プロバイダーが Secrets Manager にアクセスするに
は、VPC エンドポイント (p. 138) を設定する必要があります。
ASCP の使用方法に関するチュートリアルについては、「the section called “チュートリアル” (p. 98)」
を参照してください。

SecretProviderClass
SecretProviderClass YAML の形式は次のとおりです。
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1alpha1
kind: SecretProviderClass
metadata:
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name: <NAME>
spec:
provider: aws
parameters:

parameters
マウントリクエストの詳細が含まれます。
objects
マウントするシークレットの YAML 宣言を含む文字列 the section called “例” (p. 98) に示すよ
うに、YAML の複数行の文字列またはパイプ (|) 文字を使用することをお勧めします。
objectName
シークレットの名前または完全な ARN ARN を使用する場合、objectType は省略できま
す。これは、objectAlias を指定しない限り、Amazon EKS ポッドのシークレットのファ
イル名になります。
jmesPath
(オプション) シークレット内のキーから Amazon EKS にマウントされるファイルへのマッピ
ング このフィールドを使用するには、シークレット値を JSON 形式にする必要があります。
このフィールドを使用する場合は、サブフィールド path および objectAlias を含める必
要があります。
パス
シークレット値の JSON 内のキー/値のペアからのキー
objectAlias
Amazon EKS ポッドにマウントされるファイル名。
objectType
objectName で Secrets Manager ARN を使用しない場合は必須。secretsmanager または
ssmparameter のいずれかになります。
objectAlias
(オプション) Amazon EKS ポッド内のシークレットのファイル名 このフィールドを指定しな
かった場合、objectName がファイル名として表示されます。
objectVersion
(オプション) シークレットのバージョン ID このフィールドは、シークレットを変更するた
びに更新する必要があるため、使用しないことをお勧めします。デフォルトでは、最新バー
ジョンが使用されます。
objectVersionLabel
(オプション) バージョンのエイリアス デフォルトでは、最新バージョン AWSCURRENT に
なります。(詳しくは、「the section called “バージョン” (p. 12)」を参照してください。)
region
(オプション) シークレットの AWS リージョン このフィールドを使用しない場合、ASCP はノード上
の注釈からリージョンを検索します。この検索では、マウントリクエストにオーバーヘッドが追加さ
れるため、大量のポッドを使用するクラスターでリージョンを指定することをお勧めします。
pathTranslation
(オプション) ファイル名 (objectName または objectAlias) に Linux のスラッシュ (/) などのパス
区切り文字が含まれている場合、単一の置換文字を使用します。シークレットにパス区切り文字が
含まれている場合、ASCP はマウントするファイルをその名前で作成することはできません。代わり
に、パス区切り文字をこのフィールドに入力することで、別の文字に置き換えることができます。こ
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のフィールドを使用しない場合、デフォルトはアンダースコア (_) になります。たとえば、My/Path/
Secret が My_Path_Secret としてマウントします。
文字の置換を防ぐには、文字列 False を入力してください。

例
以下の例は、Amazon EKS に 6 つのファイルをマウントしている SecretProviderClass を示していま
す。
1. 完全な ARN によって指定されたシークレット
2. 同じシークレットから取得した username キー/値のペア
3. 同じシークレットから取得した password キー/値のペア
4. 完全な ARN によって指定されたシークレット
5. 名前で指定されたシークレット
6. シークレットの特定のバージョン

apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1alpha1
kind: SecretProviderClass
metadata:
name: aws-secrets
spec:
provider: aws
parameters:
objects: |
- objectName: "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:
[111122223333]:secret:MySecret-00AACC"
jmesPath:
- path: username
objectAlias: dbusername
- path: password
objectAlias: dbpassword
- objectName: "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:
[111122223333]:secret:MySecret2-00AABB"
- objectName: "MySecret3"
objectType: "secretsmanager"
- objectName: "MySecret4"
objectType: "secretsmanager"
objectVersionLabel: "AWSCURRENT"

チュートリアル: Amazon EKS ポッドに AWS Secrets
Manager シークレットを作成してマウントする
このチュートリアルでは、Secrets Manager でシークレットの例を作成し、そのシークレットを Amazon
EKS ポッドにマウントしてデプロイします。
開始する前に、ASCP をインストールします。the section called “ASCP をインストールする” (p. 95)

シークレットを作成してマウントするには
1.

AWS リージョン とクラスターの名前をシェル変数として設定すると、bash コマンドで使用できる
ようにします。<REGION> には、Amazon EKS クラスターを実行する AWS リージョン を入力しま
す。<CLUSTERNAME> には、クラスターの名前を入力します。
REGION=<REGION>
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CLUSTERNAME=<CLUSTERNAME>

2.

テストシークレットを作成します。詳しくは、「シークレットの作成と管理 (p. 54)」を参照してくだ
さい。
aws --region "$REGION" secretsmanager create-secret --name MySecret --secret-string
'{"username":"lijuan", "password":"hunter2"}'

3.

ポッドのリソースポリシーを作成して、前のステップで作成したシークレットへのアクセスを制限し
ます。<SECRETARN> には、シークレットの ARN を使用します。ポリシー ARN をシェル変数に保存
します。
POLICY_ARN=$(aws --region "$REGION" --query Policy.Arn --output text iam create-policy
--policy-name nginx-deployment-policy --policy-document '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": ["secretsmanager:GetSecretValue", "secretsmanager:DescribeSecret"],
"Resource": ["<SECRETARN>"]
} ]
}')

4.

クラスターの IAM OIDC プロバイダーをまだ持っていない場合は、ここで作成します。詳細について
は、「クラスターの IAM OIDC プロバイダーを作成するには」を参照してください。
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --region="$REGION" --cluster="$CLUSTERNAME" -approve # Only run this once

5.

ポッドが使用するサービスアカウントを作成し、ステップ 3 で作成したリソースポリシーをその
サービスアカウントに関連付けます。このチュートリアルでは、サービスアカウント名として nginxdeployment-sa を使用します。詳細については、「サービスアカウントの IAM ロールの作成」を参照
してください。
eksctl create iamserviceaccount --name nginx-deployment-sa --region="$REGION" --cluster
"$CLUSTERNAME" --attach-policy-arn "$POLICY_ARN" --approve --override-existingserviceaccounts

6.

SecretProviderClass を作成して、ポッドにマウントするシークレットを指
定します。次のコマンドは、ASCP GitHub リポジトリの例のディレクトリにある
ExampleSecretProviderClass.yaml を使用して、ステップ 2 で作成したシークレット
をマウントします。独自の SecretProviderClass の作成については、「the section called
“SecretProviderClass” (p. 96)」を参照してください。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/secrets-store-csi-driverprovider-aws/main/examples/ExampleSecretProviderClass.yaml

7.

ポッドをデプロイする 次のコマンドは、ASCP GitHub リポジトリの例のディレクトリにある
ExampleDeployment.yaml を使用して、シークレットをポッドの /mnt/secrets-store にマウ
ントします。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/secrets-store-csi-driverprovider-aws/main/examples/ExampleDeployment.yaml

8.

シークレットが正しくマウントされていることを検証するには、次のコマンドを使用して、シーク
レット値が表示されていることを確認します。
kubectl exec -it $(kubectl get pods | awk '/nginx-deployment/{print $1}' | head -1)
cat /mnt/secrets-store/MySecret; echo
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シークレット値が表示されます。
{"username":"lijuan", "password":"hunter2"}

トラブルシューティング
ポッドデプロイを記述すると、ほとんどのエラーを表示できます。

コンテナのエラーメッセージを表示するには
1.

次のコマンドで、ポッド名のリストを取得します。デフォルトの名前空間を使用していない場合は、n <NAMESPACE> を使用してください。
kubectl get pods

2.

ポッドを記述するには、次のコマンドで、前のステップで見つけたポッドの ポッド ID を使用します
(<PODID> の場合)。デフォルトの名前空間を使用していない場合は、-n <NAMESPACE> を使用して
ください。
kubectl describe pod/<PODID>

ASCP のエラーを表示するには
•

プロバイダーログで詳細情報を検索するには、次のコマンドの <PODID> に、csi-secrets-storeprovider-aws ポッドの ID を入力します。
kubectl -n kube-system get pods
kubectl -n kube-system logs pod/<PODID>

GitHub ジョブで AWS Secrets Manager シークレッ
トを使用する
GitHub ジョブでシークレットを使用するには、GitHub アクションを使用して AWS Secrets Manager から
シークレットを取得して、マスクされた環境変数として GitHub ワークフローに追加します。GitHub アク
ションの詳細については、GitHub ドキュメントの「Understanding GitHub Actions」(GitHub アクションに
ついて) を参照してください。
GitHub 環境にシークレットを追加すると、GitHub ジョブの他のすべてのステップでもそのシークレット
が使用できるようになります。環境内のシークレットが悪用されるのを防ぐには、「Security hardening
for GitHub Actions」(GitHub アクションのセキュリティ強化) のガイダンスに従ってください。
環境変数にはシークレットよりも厳しい命名要件があるため、そうした要件を満たすようにシークレット
名が変換されます。例えば、小文字は大文字に変換されます。名前が変換されるため、2 つの環境変数が
同じ名前になる可能性があります。例えば、「MySecret」という名前のシークレットと「mysecret」とい
う名前のシークレットはどちらも「MYSECRET」という名前の環境変数になります。この場合、環境変数
名は一意でなければならないため、アクションは失敗します。そのため、環境変数に使用する名前を指定
する必要があります。
シークレット値の文字列全体を環境変数値として設定できます。また、文字列が JSON の場合は、JSON
を解析して JSON キーと値のペアごとに環境変数を設定することもできます。シークレット値がバイナリ
の場合は、バイナリが文字列に変換されます。
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シークレットから作成された環境変数を表示するには、デバッグログを有効にします。詳細について
は、GitHub Docs の「デバッグログの有効化」を参照してください。

前提条件
このアクションを使用するには、まず AWS 認証情報を設定し、configure-aws-credentials ステッ
プを使用して GitHub 環境に AWS リージョン を設定する必要があります。GitHub OIDC プロバイダを使
用して直接ロールを引き受けるには、「Configure AWS Credentials Action For GitHub Actions」(GitHub
アクションの AWS 認証情報アクションの設定) の指示に従ってください。これにより、有効期間の短い認
証情報を使用でき、追加のアクセスキーを Secrets Manager の外部に保存する必要がなくなります。
アクションが引き受ける IAM ロールには、以下のアクセス許可が必要です。
• 取得するシークレットに対する GetSecretValue
• すべてのシークレットに対する ListSecrets
• (オプション) シークレットが カスタマー管理キー で暗号化されている場合には、KMS key に対する
Decrypt
詳細については、「認証とアクセスコントロール (p. 30)」を参照してください。

使用方法
アクションを使用するには、次の構文を使用するステップをワークフローに追加します。
- name: Step name
uses: aws-actions/aws-secretsmanager-get-secrets@v1
with:
secret-ids:
secretId1
ENV_VAR, secretId2
parse-json-secrets: (Optional) true|false

パラメータ
secret-ids
シークレット ARN、名前、名前プレフィックス。
デフォルトでは、このステップはシークレット名から各環境変数名を作成し、大文字の英字、数字、
アンダースコアのみが含まれるように変換し、数字で始まらないようにします。環境変数名を設定
するには、まず環境変数名を入力し、その後にシークレット ID とカンマを順に入力します。例え
ば、ENV_VAR_1, secretId はシークレット secretId から ENV_VAR_1 という名前の環境変数を
作成します。環境変数名には、大文字の英字、数字、およびアンダースコアを使用できます。
プレフィックスを使用するには、3 文字以上を入力し、その後にアスタリスクを付けます。例え
ば、dev* は名前が dev で始まるすべてのシークレットに一致します。取得できる一致シークレット
の最大数は 100 です。変数名を設定し、プレフィックスが複数のシークレットと一致する場合、アク
ションは失敗します。
parse-json-secrets
(オプション) デフォルトでは、環境変数値がシークレット値内の JSON 文字列全体に設定されま
す。parse-json-secrets を true に設定すると、JSON 内のキー/値のペアごとに環境変数が作成
されます。
「name」や「Name」など JSON で使用されるキーが大文字と小文字を区別する場合、アクション名
が重複して競合することに注意してください。この場合は、parse-json-secrets を false に設定
し、JSON シークレット値を別途解析します。
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例
Example 1 名前と ARN でシークレットを取得する
次の例では、名前と ARN で識別されるシークレットの環境変数を作成しています。
- name: Get secrets by name and by ARN
uses: aws-actions/aws-secretsmanager-get-secrets@v1
with:
secret-ids: |
exampleSecretName
arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:test1-a1b2c3
0/test/secret
/prod/example/secret
SECRET_ALIAS_1,test/secret
SECRET_ALIAS_2,arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:test2-a1b2c3

作成された環境変数
EXAMPLESECRETNAME: secretValue1
TEST1: secretValue2
_0_TEST_SECRET: secretValue3
_PROD_EXAMPLE_SECRET: secretValue4
SECRET_ALIAS_1: secretValue5
SECRET_ALIAS_2: secretValue6

Example 2 プレフィックスで始まるシークレットをすべて取得する
次の例では、名前が beta で始まるすべてのシークレットの環境変数を作成しています。
- name: Get Secret Names by Prefix
uses: aws-actions/aws-secretsmanager-get-secrets@v1
with:
secret-ids: |
beta*
# Retrieves all secrets that start with 'beta'

作成された環境変数
BETASECRETNAME: secretValue1
BETATEST: secretValue2
BETA_NEWSECRET: secretValue3

Example 3 シークレット内の JSON を解析する
次の例では、シークレット内の JSON を解析して環境変数を作成しています。
- name: Get Secrets by Name and by ARN
uses: aws-actions/aws-secretsmanager-get-secrets@v1
with:
secret-ids: |
test/secret
parse-json-secrets: true

シークレット test/secret には、次のシークレット値があります。
{

102

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

}

"api_user": "user",
"api_key": "key",
"config": {
"active": "true"
}

作成された環境変数
TEST_SECRET_API_USER: "user"
TEST_SECRET_API_KEY: "key"
TEST_SECRET_CONFIG_ACTIVE: "true"

AWS Secrets ManagerシークレットでAWS IoT
Greengrassを使用してください。
AWS IoT Greengrass は、クラウドの機能をローカルデバイスに拡張するソフトウェアです。これによ
り、デバイスは情報源に近いデータを収集および分析して、ローカルイベントに自動的に反応し、ローカ
ルネットワークで互いに安全に通信することができます。
AWS IoT Greengrass では、パスワードやトークンなどのシークレットをハードコーディングすることな
く、Greengrass デバイスからサービスやアプリケーションで認証できます。AWS Secrets Manager を
使用して、シークレットをクラウド内に安全に保存して管理することができます。AWS IoT Greengrass
は、Secrets Manager を Greengrass コアデバイスに拡張するため、コネクタおよび Lambda 関数では
ローカルシークレットを使用してサービスやアプリケーションとやり取りすることができます。
シークレットを Greengrass グループ内に統合するには、Secrets Manager シークレットを参照するグ
ループリソースを作成します。このシークレットリソースは、関連付けられた ARN を使用してクラウド
シークレットを参照します。シークレットリソースを作成、管理、および使用する方法については、AWS
IoT デベロッパーガイドのシークレットリソースを使用するを参照してください。
シークレットを AWS IoT Greengrass コアにデプロイするには、AWS IoT Greengrass にシークレットを
デプロイするを参照してください。

AWS Lambda 関数で AWS Secrets Manager シー
クレットを使用する
AWS パラメータとシークレットの Lambda 拡張機能を使用すると、SDK を使用せずに Lambda 関数の
AWS Secrets Manager シークレットを取得してキャッシュできます。キャッシュされたシークレットの
取得は、Secrets Manager からの取得よりも高速です。Secrets Manager API を呼び出すにはコストがか
かるため、キャッシュを使用するとコストを削減できます。この拡張機能では、Secrets Manager のシー
クレットと Parameter Store のパラメータの両方を取得できます。Parameter Store については、「AWS
Systems Manager ユーザーガイド」の「Parameter Store integration with Lambda extensions」(Parameter
Store と Lambda 拡張機能の統合) を参照してください。
Lambda 拡張機能は、Lambda 関数の機能に追加するコンパニオンプロセスです。詳細について
は、「Lambda 開発者ガイド」の「Lambda 拡張機能」を参照してください。Lambda は、Amazon
CloudWatch Logs を使用して、Lambda 関数と共に Lambda 拡張機能に関する実行情報をログに記録しま
す。デフォルトでは、Lambda 拡張機能は最小限の情報を CloudWatch に記録します。詳細をログに記録
するには、環境変数 (p. 105) PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_LOG_LEVEL を debug に設定しま
す。
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リクエストは、localhost ポート 2773 に送信されます。このポートを設定するには、環境変数 (p. 105)
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_HTTP_PORT を設定します。
Lambda は、関数が必要とする同時実行レベルに対応する個別のインスタンスをインスタンス化します。
各インスタンスは分離され、設定データの独自のローカルキャッシュが保持されます。Lambda インスタ
ンスと同時実行の詳細については、「Lambda 開発者ガイド」の「Lambda 関数の同時実行数の管理」を
参照してください。
ARM の拡張機能を追加するには、Lambda 関数の arm64 アーキテクチャを使用する必要があります。
詳細については、「Lambda 開発者ガイド」の「Lambda 命令セットアーキテクチャ」を参照してくださ
い。ARM がサポートされているリージョンは、アジアパシフィック (ムンバイ)、米国東部 (オハイオ)、
欧州 (アイルランド)、欧州 (フランクフルト)、米国東部 (バージニア北部)、欧州 (ロンドン)、アジアパシ
フィック (東京)、米国西部 (オレゴン)、アジアパシフィック (シンガポール)、およびアジアパシフィック
(シドニー) です。

AWS パラメータとシークレットの Lambda 拡張機能を使用するには
1.

次のいずれかを実行して、レイヤーを関数に追加します。
•

•

AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
a.

関数を選択し、[Layers] (レイヤー) を選択し、[Add a layer] (レイヤーの追加) を選択します。

b.

[Add a layer] (レイヤーの追加) ページで、[AWS Layers] に [AWS Parameters and Secrets
Lambda Extension] を選択し、[Add] (追加) を選択します。

次の AWS CLI コマンドにお住まいのリージョンに適した ARN (p. 106) を指定します。
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--layers LayerARN

2.

シークレットにアクセスできるアクセス許可を Lambda 実行ロールに付与します。
•

シークレットの secretsmanager:GetSecretValue アクセス許可。「the section called “例:
シークレット値を取得するアクセス許可” (p. 37)」を参照してください。

•

(オプション) シークレットが AWS マネージドキー aws/secretsmanager ではなくカスタマー
管理キーで暗号化されている場合、実行ロールには KMS キーに対する kms:Decrypt アクセス
許可も必要です。

•

Lambda ロールで属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を使用すると、アカウントのシークレット
へのアクセスをきめ細かく制御できます。詳細については、「the section called “例: タグを使用
してシークレットへのアクセスを制御する” (p. 41)」および「the section called “例: シークレット
のタグに一致しているタグを持つアイデンティティへのアクセスを制限する” (p. 41)」を参照して
ください。

3.

Lambda 環境変数 (p. 105)を使用してキャッシュを設定します。

4.

拡張キャッシュからシークレットを取得するには、まずリクエストヘッダーに X-AWS-ParametersSecrets-Token を追加する必要があります。このヘッダーを使用すると、呼び出し元が Lambda 環
境内にあることがわかります。
次の Python の例では、ヘッダーを追加する方法を示しています。
import os
headers = {"X-Aws-Parameters-Secrets-Token": os.environ.get('AWS_SESSION_TOKEN')}

5.

Lambda 関数内のシークレットを取得するには、次の HTTP GET リクエストのいずれかを使用しま
す。
• シークレットを取得するには: GET: /secretsmanager/get?secretId=secretId
• 以前のシークレット値 (またはステージングラベルによる特定のバージョン) を取得するには:
GET: /secretsmanager/get?secretId=secretId&versionStage=AWSPREVIOUS
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• 特定のシークレットバージョンを ID で取得するには: GET: /secretsmanager/get?
secretId=secretId&versionId=versionId
次の Python の例では、json.loads を使用してシークレットを取得し、その結果を解析する方法を
示しています。
secrets_extension_endpoint = "http://localhost:" + \
secrets_extension_http_port + \
"/secretsmanager/get?secretId=" + \
<secret_name>
r = requests.get(secrets_extension_endpoint, headers=headers)
secret = json.loads(r.text)["SecretString"] # load the Secrets Manager response into a
Python dictionary, access the secret

AWS パラメータとシークレット Lambda 拡張環境変
数
次の環境変数で拡張機能を設定できます。現在の設定を表示するに
は、PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_LOG_LEVEL を info に設定します。
環境変数を使用する方法については、「Lambda 開発者ガイド」の「Using Lambda environment
variables」(Lambda 環境変数の使用) を参照してください。
AWS_SESSION_TOKEN
サーバーサイドリクエストフォージェリ (SSRF) 保護の一形態として、ユーザーが行ったすべてのリ
クエストを検証するために使用します。これは実行中のすべての関数に対して Lambda によって提供
されます。
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_CACHE_ENABLED
パラメータとシークレットをキャッシュするには true に設定します。キャッシュしない場合は false
に設定します。デフォルトは true です。
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_CACHE_SIZE
キャッシュするシークレットとパラメータの最大数。0 ～ 1000 の値にする必要がありま
す。値を 0 にすると、キャッシングは行われません。SSM_PARAMETER_STORE _TTL と
SECRETS_MANAGER_TTL の両方が 0 の場合、この変数は無視されます。デフォルトは 1000 です。
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_HTTP_PORT
ローカル HTTP サーバーのポート。デフォルトは、2773 です。
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_LOG_LEVEL
拡張機能が提供するログ記録のレベル: debug、info、warn、error、または none。debug に設定
すると、キャッシュ設定が表示されます。デフォルトは info です。
PARAMETERS_SECRETS_EXTENSION_MAX_CONNECTIONS
拡張機能が Parameter Store または Secrets Manager へのリクエストに使用する HTTP クライアント
の最大接続数。これはクライアントごとの設定です。デフォルトは 3 です。
SECRETS_MANAGER_TIMEOUT_MILLIS
Secrets Manager へのリクエストのタイムアウト (ミリ秒単位)。値を 0 にすると、タイムアウトは発
生しません。デフォルトは0です。
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SECRETS_MANAGER_TTL
キャッシュ内のシークレットの TTL (秒単位)。値を 0 にすると、キャッシングは行われません。最大
値は 300 秒です。PARAMETERS_SECRETS_CACHE_SIZE が 0 の場合、この変数は無視されます。デ
フォルトは 300 秒です。
SSM_PARAMETER_STORE_TIMEOUT_MILLIS
Parameter Store へのリクエストのタイムアウト (ミリ秒単位)。値を 0 にすると、タイムアウトは発
生しません。デフォルトは0です。
SSM_PARAMETER_STORE_TTL
キャッシュ内のパラメータの TTL (秒単位)。値を 0 にすると、キャッシングは行われません。最大
値は 300 秒です。PARAMETERS_SECRETS_CACHE_SIZE が 0 の場合、この変数は無視されます。デ
フォルトは 300 秒です。

AWS パラメータとシークレット Lambda 拡張 ARN
リージョン

ARN

米国東部 (バージニア北部)

arn:aws:lambda:useast-1:177933569100:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

米国東部 (オハイオ)

arn:aws:lambda:useast-2:590474943231:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

米国西部 (北カリフォルニア)

arn:aws:lambda:uswest-1:997803712105:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

米国西部 (オレゴン)

arn:aws:lambda:uswest-2:345057560386:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

カナダ(中部)

arn:aws:lambda:cacentral-1:200266452380:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

欧州(フランクフルト)

arn:aws:lambda:eucentral-1:187925254637:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

ヨーロッパ (アイルランド)

arn:aws:lambda:euwest-1:015030872274:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

欧州 (ロンドン)

arn:aws:lambda:euwest-2:133256977650:layer:AWS-
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リージョン

ARN
Parameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

欧州 (パリ)

arn:aws:lambda:euwest-3:780235371811:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

欧州 (ストックホルム)

arn:aws:lambda:eunorth-1:427196147048:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

ヨーロッパ (ミラノ)

arn:aws:lambda:eusouth-1:325218067255:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

中国 (北京)

arn:aws-cn:lambda:cnnorth-1:287114880934:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

中国 (寧夏)

arn:aws-cn:lambda:cnnorthwest-1:287310001119:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (香港)

arn:aws:lambda:apeast-1:768336418462:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (東京)

arn:aws:lambda:apnortheast-1:133490724326:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (大阪)

arn:aws:lambda:apnortheast-3:576959938190:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (ソウル)

arn:aws:lambda:apnortheast-2:738900069198:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (シンガポール)

arn:aws:lambda:apsoutheast-1:044395824272:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (シドニー)

arn:aws:lambda:apsoutheast-2:665172237481:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2
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リージョン

ARN

アジアパシフィック (ジャカルタ)

arn:aws:lambda:apsoutheast-3:490737872127:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アジアパシフィック (ムンバイ)

arn:aws:lambda:apsouth-1:176022468876:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

南米 (サンパウロ)

arn:aws:lambda:saeast-1:933737806257:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

アフリカ (ケープタウン)

arn:aws:lambda:afsouth-1:317013901791:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

中東 (アラブ首長国連邦)

arn:aws:lambda:mecentral-1:858974508948:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

中東 (バーレーン)

arn:aws:lambda:mesouth-1:832021897121:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

AWS GovCloud (米国東部)

arn:aws-us-gov:lambda:us-goveast-1:129776340158:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

AWSGovCloud(米国西部)

arn:aws-us-gov:lambda:us-govwest-1:127562683043:layer:AWSParameters-and-Secrets-LambdaExtension:2

AWS Secrets Managerを使用するパラメータスト
ア内のシークレット
AWS Systems Manager パラメータストアは､設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層型
ストレージを提供します。パスワード、データベース文字列、およびライセンスコードなどのデータを
パラメータ値として保存することができます。ただし、パラメータストアは保存されるシークレットの
自動ローテーションサービスを提供していません。代わりに、パラメータストアを使用して、Secrets
Manager にシークレットを保存することができ、パラメータストアのパラメータとしてそのシークレット
を参照できます。
Secrets Manager を使用してパラメータストアを設定する場合、secret-id パラメータストアでは、名前
文字列の前にスラッシュ (/) が必要です。
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詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの、パラメータストアのパラメータから AWS
Secrets Manager シークレットを参照するを参照してください。
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AWS Secrets Managerシークレット
のローテーション
ローテーションとは、シークレットを定期的に更新するためのプロセスのことです。シークレットのロー
テーションを行うと、シークレット、ならびに、データベースまたはサービスの認証情報が更新されま
す。Secrets Manager では、シークレットの自動ローテーションを設定できます。
トピック
• ローテーションの仕組み (p. 110)
• Amazon RDS、Amazon DocumentDB、または Amazon Redshift のシークレットで自動ローテーショ
ンを設定にするには (コンソール) (p. 111)
• コンソールを使用してAWS Secrets Managerでシークレットの自動ローテーションを設定す
る (p. 115)
• AWS Secrets Manager を使用してAWS CLI でシークレットの自動ローテーションを設定す
る (p. 120)
• すぐにAWS Secrets Managerのシークレットをローテーションする (p. 125)
• AWS Secrets Manager におけるローテーションのトラブルシューティング (p. 126)
• AWS Secrets Managerローテーションのリファレンス (p. 129)

ローテーションの仕組み
シークレットをローテーションするために、Secrets Manager は、設定したスケジュールに従って
Lambda 関数を呼び出します。ローテーション中、Secrets Manager はステージングラベルを使用して、
シークレットのバージョンにラベル付けを行います。ローテーション中、Secrets Manager は毎回異なる
パラメータを使用して、同じ関数を複数回呼び出します。Secrets Manager は、次の JSON リクエスト構
造のパラメータを使用して 関数を呼び出します。
{

}

"Step" : "request.type",
"SecretId" : "string",
"ClientRequestToken" : "string"

ローテーション関数は、シークレットのローテーション処理を実行します。シークレットのローテーショ
ンには 4 つのステップがあり、それぞれが Lambda ローテーション関数の 4 つのステップに対応していま
す。
1. シークレットの新しいバージョンを作成する (createSecret)
ローテーションの最初のステップでは、シークレットの新しいバージョンが作成されます。新しいバー
ジョンには新しいパスワード、ユーザー名、パスワード、またはそれ以上の秘密情報を含めることがで
きます。Secrets Manager は、この新しいバージョンに対し、ステージングラベル AWSPENDING をラ
ベル付けします。
2. データベースまたはサービスの認証情報を変更する (setSecret)
次に、AWSPENDING バージョンのシークレットと一致するよう、データベースまたはサービス内の認証
情報が、ローテーションにより変更されます。このステップでは、ローテーション戦略に応じて、既存
のユーザーと同じアクセス許可を付与しながら、新しいユーザーを作成できます。
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Amazon RDS (Oracle を除く) および Amazon DocumentDB のローテーション関数では、使用可能な場
合、データベースへの接続に Secure Sockets Layer (SSL) または Transport Layer Security (TLS) が使
用されます。使用できない場合は、暗号化されていない接続が使用されます。

Note
2021 年 12 月 20 日より前に自動シークレットローテーションを設定した場合は、ローテー
ション関数が SSL/TLS をサポートしていない古いテンプレートに基づいている可能性があり
ます。「Determine when your rotation function was created (p. 128)」(ローテーション関数
がいつ作成されたかを特定する) を参照してください。2021 年 12 月 20 日より前に作成され
ていた場合は、SSL/TLS を使用する接続をサポートするには、ローテーション関数を再作成す
る (p. 111)必要があります。
3. 新しいシークレットバージョンをテストする (testSecret)
次に、ローテーションは、データベースまたはサービスにアクセスすることで、シークレットの
AWSPENDING バージョンをテストします。ローテーション関数のテンプレート (p. 129) に基づくロー
テーション関数では、読み取りアクセスを使用して、新しいシークレットをテストします。アプリケー
ションが必要とするアクセスのタイプに応じて関数を変更し、書き込みアクセスなどの他のアクセスを
含めます。
4. ローテーションを終える (finishSecret)
最後にローテーションは、以前のシークレットバージョンからこのバージョンに対し、ラベル
AWSCURRENT の移行を行います。Secrets Manager は、以前のバージョンに対しステージングラベル
AWSPREVIOUS を付加します。これにより、シークレットの最後の有効なバージョンが保持されます。
ローテーション中、Secrets Manager はローテーションの状態を示すイベントをログに記録します。(詳し
くは、「the section called “AWS CloudTrail でのログ記録 ” (p. 162)」を参照してください。)
ローテーションステップが失敗すると、Secrets Manager はローテーションプロセス全体を複数回再試行
します。
ローテーションの正常な終了後、Secrets Manager から AWS Secrets Manager からのシークレットの取
得 (p. 71) しているアプリケーションは、更新された認証情報を自動的に取得します。ローテーションの各
ステップの動作の詳細については、「the section called “ローテーション関数のテンプレート” (p. 129)」
を参照してください。

Amazon RDS、Amazon DocumentDB、または
Amazon Redshift のシークレットで自動ローテー
ションを設定にするには (コンソール)
ローテーションとは、シークレットを定期的に更新するためのプロセスのことです。シークレットのロー
テーションを行うと、シークレットとデータベースの両方で認証情報が更新されます。Secrets Manager
では、データベースシークレットの自動ローテーションを設定できます。ローテーションに関する詳細な
チュートリアルについては、「シングルユーザーローテーション (p. 19)」と「交代ユーザーローテーショ
ン (p. 26)」を参照してください。
Secrets Manager は Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。概要については、
「the section called “ローテーションの仕組み” (p. 110)」を参照してください。
コンソールを使用してローテーションを設定するには、まずローテーション戦略を選択する必要がありま
す。次に、ローテーションのシークレットを設定します。これにより、もしまだ未作成の場合は Lambda
ローテーション関数が作成されます。コンソールは Lambda 関数実行ロールのアクセス権限も設定しま
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す。最後のステップとして、Lambda ローテーション関数が Secrets Manager とデータベースの両方に
ネットワーク経由でアクセスできることを確認する必要があります。
自動ローテーションを有効にするには、IAM 実行ロールを作成し、そのロールにアクセス権限ポリシーを
アタッチするアクセス許可が必要です。iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方
が必要です。

Warning
iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方をアイデンティティに付与する
と、アイデンティティが自身に任意の許可を付与できるようになります。
ステップ:
• ステップ 1: ローテーション戦略を選択し (オプションで)、スーパーユーザーシークレットを作成す
る (p. 112)
• ステップ 2: ローテーションの設定とローテーション関数の作成 (p. 113)
• ステップ 3: (オプション) ローテーション関数に追加のアクセス権限条件を設定する (p. 114)
• ステップ 4: ローテーション関数用のネットワークアクセスを設定する (p. 114)
• 次のステップ (p. 115)

ステップ 1: ローテーション戦略を選択し (オプション
で)、スーパーユーザーシークレットを作成する
Amazon RDS、Amazon Redshift、および Amazon DocumentDB の場合、Secrets Manager には 2 つの
ローテーション戦略が用意されています。
シングルユーザーのローテーション戦略
この戦略は、1 つのシークレット内で 1 人のユーザーの認証情報を更新します。ユーザーには、自身
のパスワードを更新する権限が必要です。これは最も簡単なローテーション戦略であり、ほとんどの
ユースケースに使用することができます。
シークレットがローテーションしても、開いているデータベース接続は切断されません。ローテー
ションの実行中、データベース内のパスワードが変更されてからシークレットが更新されるまでには
少し時間がかかります。その間に、ローテーションされた認証情報を使用する呼び出しがデータベー
スによって拒否されるリスクは低く抑えられています。このリスクは、適切な再試行戦略を適用する
ことで低減することが可能です。ローテーション後、新しい接続は新しい認証情報を使用します。
交代ユーザーのローテーション戦略
この戦略は、1 つのシークレット内で 2 人のユーザーの認証情報を更新します。最初のユーザーを作
成し、その最初のローテーション中に、ローテーション関数がユーザーのクローンを作成して 2 人
目のユーザーを作成します。シークレットがローテーションされるたびに、ローテーション関数はパ
スワードを更新するユーザーを切り替えます。ほとんどのユーザーにはクローン作成権限がないた
め、superuser の認証情報を別のシークレット内で用意する必要があります。データベース内のク
ローンユーザーが元のユーザーと同じ権限を持っていない場合は (アドホックユーザーまたはインタラ
クティブユーザーとよく呼ばれます)、シングルユーザーローテーション戦略を使用することをお勧め
します。
この戦略は、1 つ目のロールがデータベーステーブルを所有し、2 つ目のロールにそのデータベース
テーブルへのアクセス許可を付与するといった権限モデルのデータベースに適しています。また、高
可用性を必要とするアプリケーションにも適しています。アプリケーションは、ローテーション中に
シークレットを取得しても、引き続き有効な認証情報セットを取得します。ローテーション後、user
と user_clone の両方の認証情報が有効になります。このタイプのローテーション中にアプリケー
ションが拒否される可能性は、シングルユーザーのローテーション比較すると一段と低くなります。
データベースをホストしているサーバーファームでパスワードの変更がサーバー全体に伝播するまで
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に時間がかかる場合には、新しい認証情報を使用する呼び出しがデータベースによって拒否されるお
それがあります。このリスクは、適切な再試行戦略を適用することで低減することが可能です。

Important
交代ユーザー戦略を選択する場合は、データベースシークレットを作成する (p. 54) して、
データベースのスーパーユーザーの認証情報をそこに保存する必要があります。ローテー
ションでは最初のユーザーのクローンが作成されますが、ほとんどのユーザーにはその権限
がないため、スーパーユーザーの認証情報を含むシークレットが必要です。

ステップ 2: ローテーションの設定とローテーション
関数の作成
Amazon RDS (Oracle を除く) および Amazon DocumentDB のローテーション関数では、使用可能な場
合、データベースへの接続に Secure Sockets Layer (SSL) または Transport Layer Security (TLS) が使用さ
れます。使用できない場合は、暗号化されていない接続が使用されます。

Amazon RDS、Amazon DocumentDB、または Amazon Redshift のシークレットでローテーショ
ンを有効にするには
1.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.
3.

[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。
シークレットの詳細ページで、[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションの [Edit
rotation] (ローテーションの編集) を選択します。
[Edit rotation configuration] (ローテーション設定の編集) ダイアログボックスで、次の操作を行いま
す。

4.

a.
b.

c.

d.

e.

[Automatic rotation] (自動ローテーション) を有効化します。
[Rotation schedule] (ローテーションスケジュール) において、UTC タイムゾーンで [Schedule
expression builder] (スケジュール式ビルダー) にスケジュールを入力するか、[Schedule
expression] (スケジュール式) としてスケジュールを入力します。Secrets Manager は、スケ
ジュールを rate() 式または cron() 式として保存します。[Start time] (開始時刻) を指定しない
限り、ローテーションウィンドウは午前 0 時に自動的に開始されます。(詳しくは、「スケジュー
ル式 (p. 136)」を参照してください。)
(オプション) [Window duration] (ウィンドウ期間) では、Secrets Manager がシークレットをロー
テーションするウィンドウの長さを選択します (3 時間のウィンドウの場合は 3h など)。ウィン
ドウが次の UTC 日に入ってはなりません。[Window duration] (ウィンドウ期間) を指定しない場
合、ローテーションウィンドウは 1 日の終わりに自動的に終了します。
(オプション) 変更を保存したときにシークレットをローテーションするには、[Rotate
immediately when the secret is stored] (シークレットが保存されたときにすぐにローテーション
する) を選択します。チェックボックスをオフにすると、最初のローテーションは設定したスケ
ジュールから開始されます。
手順 3 と 4 がまだ完了していないなどの理由でローテーションが失敗した場合、Secrets
Manager はローテーションプロセスを複数回再試行します。
[Rotation function] (ローテーション関数) で、次のいずれかを行います。
•
[Create a new Lambda function] (新しい Lambda 関数の作成) を選択し、新しい関数の名前
を 1 つ入力します。Secrets Manager は、関数名の先頭に「SecretsManager」を追加しま
す。Secrets Manager は適切なテンプレート (p. 129)に基づいて関数を作成し、Lambda 実
行ロールに必要なアクセス権限 (p. 133)を設定します。
•
[Use an existing Lambda function] (既存の Lambda 関数を使用する) を選択して、別のシーク
レットに使用したローテーション関数を再利用します。推奨 VPC 設定に記載されているロー
テーション関数は、データベースと同じ VPC とセキュリティグループを持つため、関数が
データベースにアクセスしやすくなっています。
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f.

[Use separate credentials to rotate this secret] (別の認証情報を使用してこのシークレットをロー
テーションする) で、次のいずれかを行います。
•
•

5.

シングルユーザーローテーション戦略の場合は、「いいえ」を選択します。
交代ユーザーローテーション戦略の場合は、「はい」を選択します。次に、ステップ 1 で作
成したスーパーユーザーシークレットを選択します。
[Save] を選択します。

ステップ 3: (オプション) ローテーション関数に追加の
アクセス権限条件を設定する
ローテーション関数のリソースポリシーには、Lambda が混乱した代理プログラムとして使用されること
を防ぐために、コンテキストキー「aws:SourceAccount」を含めることを推奨します。AWS はいくつ
かの AWS サービスにおいて、混乱した代理プログラムの問題を避けるために、「aws:SourceArn」と
「aws:SourceAccount」のグローバルコンテキストキーを両方使用することを推奨しています。ただ
し、ローテーション関数のポリシーに aws:SourceArn の条件を含めると、その ARN で指定されたシー
クレットだけをローテーションさせるためにローテーション関数を使用することができます。コンテキス
トキーのみを含めることをお勧めしますaws:SourceAccount複数のシークレットに対して回転関数を使
用できるようにする。

ローテーション関数のリソースポリシーを更新するには
1.

Secrets Manager のコンソールでシークレットを選択し、詳細ページの [Rotation configuration] (ロー
テーション設定) で、Lambda ローテーション関数を選択します。Lambda コンソールが開きます。

2.

「Lambda のリソースベースのポリシーを使用する」 の指示に従って aws:sourceAccount の条件
を追加します。
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "123456789012"
},

ステップ 4: ローテーション関数用のネットワークア
クセスを設定する
シークレットをローテーションするために、Lambda ローテーション関数では、シークレット、および
データベース (またはサービス) の両方にアクセスできる必要があります。
シークレットにアクセスするには
ローテーション用の Lambda 関数は、Secrets Manager のエンドポイントにアクセスできる必要があ
ります。Lambda 関数がインターネットにアクセスできる場合は、パブリックなエンドポイントを使
用できます。エンドポイントを見つけるには、「AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ」
を参照してください。
インターネットにアクセスできない VPC で Lambda 関数を実行する場合は、Secrets Manager サー
ビスのプライベートなエンドポイントを、VPC 内に設定することをお勧めします。VPC は、リー
ジョンのパブリックなエンドポイントに向けられたリクエストを傍受し、それらをプライベートエン
ドポイントにリダイレクトします。(詳しくは、「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照してくださ
い。)
別の方法としては、NAT ゲートウェイまたはインターネットゲートウェイを VPC に追加して (これ
で VPC のトラフィックはパブリックエンドポイントに到達できます)、Lambda 関数から Secrets
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Manager のパブリックなエンドポイントへのアクセスを許可することも考えられます。この方法で
は、VPC がある程度のリスクにさらされることになります。ゲートウェイ向けの IP アドレスには、
パブリックなインターネットから攻撃が可能なためです。
データベースまたはサービスにアクセスするには
データベースまたはサービスを VPC の Amazon EC2 インスタンスで実行している場合は、同じ VPC
で Lambda 関数を設定することをお勧めします。こうすることで、ローテーション関数はサービスと
直接通信できるようになります。詳細については、Configuring VPC access を参照してください。
Lambda 関数からデータベースまたはサービスへのアクセスを可能にするには、ローテーション用の
Lambda 関数にアタッチされたセキュリティグループによって、そのデータベースまたはサービスに
対するアウトバウンド接続が許可されている必要があります。同時に、データベースまたはサービス
にアタッチされているセキュリティグループでは、ローテーション用 Lambda 関数からのインバウン
ド接続を許可する必要もあります。

次のステップ
「the section called “ローテーションのトラブルシューティング” (p. 126)」を参照してください。

コンソールを使用してAWS Secrets Managerで
シークレットの自動ローテーションを設定する
ローテーションとは、シークレットを定期的に更新するためのプロセスのことです。シークレットのロー
テーションを行うと、シークレット、ならびに、そのシークレットのデータベースまたはサービスの認証
情報が更新されます。
Secrets Manager は Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。概要については、
「the section called “ローテーションの仕組み” (p. 110)」を参照してください。
また、AWS CLIを使用してローテーションを設定することもできます。(詳しくは、「自動ローテーション
(AWS CLI) (p. 120)」を参照してください。)
コンソールを使用してローテーションを設定するには、まずローテーションのシークレットを設定しま
す。そのステップでは、空の Lambda ローテーション関数も作成します。次に、ローテーション関数と
Lambda 実行ロールのアクセス権限を設定します。そして、ローテーション関数コードを記述します。最
後のステップとして、Lambda ローテーション関数が Secrets Manager とデータベースまたはサービスの
両方にネットワーク経由でアクセスできることを確認する必要があります。
データベースシークレットについては、「the section called “データベースシークレットの自動ローテー
ション (コンソール)” (p. 111)」を参照してください。
自動ローテーションを有効にするには、IAM 実行ロールを作成し、そのロールにアクセス権限ポリシーを
アタッチするアクセス許可が必要です。iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方
が必要です。

Warning
iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方をアイデンティティに付与する
と、アイデンティティが自身に任意の許可を付与できるようになります。
ステップ:
• ステップ 1: シークレットのローテーションを設定する (p. 116)
• ステップ 2: ローテーション関数にアクセス権限を設定する (p. 117)
• ステップ 3: (オプション) ローテーション関数に追加のアクセス権限条件を設定する (p. 118)
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• ステップ 4: ローテーション関数用のネットワークアクセスを設定する (p. 118)
• ステップ 5: ローテーション関数コードを記述する (p. 119)
• 次のステップ (p. 120)

ステップ 1: シークレットのローテーションを設定す
る
このステップでは、シークレットのローテーションスケジュールを設定し、空のローテーション関数を作
成します。ローテーション関数を記述し終えるまで、シークレットはローテーションされません。ロー
テーション関数が記述される前にローテーションをスケジュールした場合、または何らかの理由でロー
テーションが失敗した場合、Secrets Manager はローテーション関数を複数回再試行します。

ローテーションを設定して空のローテーション関数を作成するには
1.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

[Secrets] (シークレット) ページで、自分のシークレットを選択します。

3.

シークレットの詳細ページで、[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションの [Edit
rotation] (ローテーションの編集) を選択します。[Edit rotation configuration] (ローテーション設定の編
集) ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[Automatic rotation] (自動ローテーション) を有効化します。

b.

[Rotation schedule] (ローテーションスケジュール) において、UTC タイムゾーンで [Schedule
expression builder] (スケジュール式ビルダー) にスケジュールを入力するか、[Schedule
expression] (スケジュール式) としてスケジュールを入力します。Secrets Manager は、スケ
ジュールを rate() 式または cron() 式として保存します。[Start time] (開始時刻) を指定しない
限り、ローテーションウィンドウは午前 0 時に自動的に開始されます。(詳しくは、「スケジュー
ル式 (p. 136)」を参照してください。)

c.

(オプション) [Window duration] (ウィンドウ期間) では、Secrets Manager がシークレットをロー
テーションするウィンドウの長さを選択します (3 時間のウィンドウの場合は 3h など)。ウィン
ドウが次の UTC 日に入ってはなりません。[Window duration] (ウィンドウ期間) を指定しない場
合、ローテーションウィンドウは 1 日の終わりに自動的に終了します。

d.

(オプション) 変更を保存したときにシークレットをローテーションするには、[Rotate
immediately when the secret is stored] (シークレットが保存されたときにすぐにローテーション
する) を選択します。チェックボックスをオフにすると、最初のローテーションは設定したスケ
ジュールから開始されます。

e.

[Rotation function] (ローテーション関数) で [Create function] (関数の作成) を選択します。新規
ウィンドウで Lambda コンソールが開きます。
•

Lambda コンソールの [Create function] (関数の作成) ページで、次のいずれかを実行しま
す。
•

[Browse serverless app repository] (サーバーレスアプリリポジトリを参照) が表示された
ら、それを選択します。
A.

[Public applications] (パブリックアプリケーション) の検索ボックスに
「SecretsManagerRotationTemplate」と入力します。

B.

[Show apps that create custom roles or resource policies] (カスタム IAM ロールまた
はリソースポリシーを作成するアプリを表示する) を選択します。

C.

「SecretsManagerRotationTemplate」タイルを選択します。

D.

[Review, configure and deploy] (確認、設定、デプロイ) ページの [Application
settings] (アプリケーション設定) タイルで、必須フィールドに入力し、[Deploy]
(デプロイ) を選択します。エンドポイントのリストについては、「AWS Secrets
Manager エンドポイント」を参照してください。
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•

[Browse serverless app repository] (サーバーレスアプリリポジトリを参照) が表示されな
い場合は、AWS リージョン が AWS Serverless Application Repository をサポートして
いない可能性があります。Author from scratch (製作者を最初から) を選択します。
A.

[Function name] (関数名) には、関数の名前を入力します。

B.

[Runtime] (ランタイム) では、[Python 3.9] を選択します。

C.

新しい Lambda 関数が開いたら、下にスクロールして [Configuration] (設定) を選択
し、左側で [Permissions] (権限) を選択します。

D.

[Resource-based policy] (リソースベースのポリシー) までスクロールし、[Add
permissions] (権限を追加) を選択して、Secrets Manager が関数を呼び出すための
権限を付与します。Lambda 関数にリソースポリシーをアタッチするには、「リ
ソースベースのポリシーを使用する」を参照してください。
以下のポリシーは、Secrets Manager が Lambda 関数を呼び出すことを許可する方
法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "default",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "secretsmanager.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "LambdaRotationFunctionARN",
}
}
]

f.

Secrets Manager のコンソールに戻り、シークレットに新しいローテーション機能をアタッチし
ます。

g.

[Lambda rotation function] (Lambda ローテーション関数) で、[Refresh] (更新) ボタンをクリック
します。次に、関数のリストから新しく作成した関数を選択します。

h.

[Save] を選択します。

ステップ 2: ローテーション関数にアクセス権限を設
定する
Lambda ローテーション関数には、Secrets Manager のシークレットにアクセスする権限と、データベー
スまたはサービスにアクセスする権限が必要です。このステップでは、これらのアクセス権限を Lambda
実行ロールに付与します。AWS マネージドキー aws/secretsmanager 以外の KMS キーを使用しシー
クレットを暗号化する場合は、そのキーの使用に関するアクセス許可を、Lambda の実行ロールに付与す
る必要があります。IAM ポリシーの例については、「ローテーションへのアクセス許可 (p. 133)」を参照
してください。
手順については、AWS Lambda 開発者ガイドの「Lambda 実行ロール」を参照してください。
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ステップ 3: (オプション) ローテーション関数に追加の
アクセス権限条件を設定する
ローテーション関数のリソースポリシーには、Lambda が混乱した代理プログラムとして使用されること
を防ぐために、コンテキストキー「aws:SourceAccount」を含めることを推奨します。AWS はいくつ
かの AWS サービスにおいて、混乱した代理プログラムの問題を避けるために、「aws:SourceArn」と
「aws:SourceAccount」のグローバルコンテキストキーを両方使用することを推奨しています。ただ
し、ローテーション関数のポリシーに aws:SourceArn の条件を含めると、その ARN で指定されたシー
クレットだけをローテーションさせるためにローテーション関数を使用することができます。コンテキス
トキーのみを含めることをお勧めしますaws:SourceAccount複数のシークレットに対して回転関数を使
用できるようにする。

ローテーション関数のリソースポリシーを更新するには
1.

Secrets Manager のコンソールでシークレットを選択し、詳細ページの [Rotation configuration] (ロー
テーション設定) で、Lambda ローテーション関数を選択します。Lambda コンソールが開きます。

2.

「Lambda のリソースベースのポリシーを使用する」 の指示に従って aws:sourceAccount の条件
を追加します。
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "123456789012"
},

ステップ 4: ローテーション関数用のネットワークア
クセスを設定する
シークレットをローテーションするために、Lambda ローテーション関数では、シークレット、および
データベース (またはサービス) の両方にアクセスできる必要があります。シークレットに認証情報が含ま
れている場合、Lambda 関数はそれらの認証情報のソース (データベースやサービスなど) にもアクセスで
きる必要があります。
シークレットにアクセスするには
ローテーション用の Lambda 関数は、Secrets Manager のエンドポイントにアクセスできる必要があ
ります。Lambda 関数がインターネットにアクセスできる場合は、パブリックなエンドポイントを使
用できます。エンドポイントを見つけるには、「AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ」
を参照してください。
インターネットにアクセスできない VPC で Lambda 関数を実行する場合は、Secrets Manager サー
ビスのプライベートなエンドポイントを、VPC 内に設定することをお勧めします。VPC は、リー
ジョンのパブリックなエンドポイントに向けられたリクエストを傍受し、それらをプライベートエン
ドポイントにリダイレクトします。(詳しくは、「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照してくださ
い。)
別の方法としては、NAT ゲートウェイまたはインターネットゲートウェイを VPC に追加して (これ
で VPC のトラフィックはパブリックエンドポイントに到達できます)、Lambda 関数から Secrets
Manager のパブリックなエンドポイントへのアクセスを許可することも考えられます。この方法で
は、VPC がある程度のリスクにさらされることになります。ゲートウェイ向けの IP アドレスには、
パブリックなインターネットから攻撃が可能なためです。
(オプション) データベースまたはサービスにアクセスするには
API キーなどのシークレットについては、シークレットと一緒に更新する必要のあるソースデータ
ベースやサービスはありません。
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データベースまたはサービスを VPC の Amazon EC2 インスタンスで実行している場合は、同じ VPC
で Lambda 関数を設定することをお勧めします。こうすることで、ローテーション関数はサービスと
直接通信できるようになります。詳細については、Configuring VPC access を参照してください。
Lambda 関数からデータベースまたはサービスへのアクセスを可能にするには、ローテーション用の
Lambda 関数にアタッチされたセキュリティグループによって、そのデータベースまたはサービスに
対するアウトバウンド接続が許可されている必要があります。同時に、データベースまたはサービス
にアタッチされているセキュリティグループでは、ローテーション用 Lambda 関数からのインバウン
ド接続を許可する必要もあります。

ステップ 5: ローテーション関数コードを記述する
ステップ 1 で作成したローテーション関数を起点として、関数を作成します。お客様固有の使用目的に合
わせてコードを記述します。
関数を記述する場合、デバッグステートメントまたはロギングステートメントの記述に細心の注意を払っ
てください。これらのステートメントを含めることで、関数内の情報が Amazon CloudWatch に書き込ま
れる場合があるため、開発中に収集された機密データがログに含まれていないことを確認する必要があり
ます。
ログステートメントの例については、the section called “ローテーション関数のテンプレート” (p. 129) の
ソースコードを参照してください。
例えば、外部バイナリやライブラリを使用してリソースに接続する場合は、それらにパッチを適用して最
新の状態に保つ必要があります。
デバッグの提案については、「サーバーレスアプリケーションのテストとデバッグ」を参照してくださ
い。

Lambda ローテーション関数を編集用に開くには
1.
2.

Secrets Manager のコンソールでシークレットを選択します。
[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションの [Lambda rotation function] (Lambda ロー
テーション関数) で ローテーション関数を選択します。
Lambda コンソールが開きます。[Code source] (コードソース) セクションまで下にスクロールしま
す。

関数にまだない場合は、[SecretsManagerRotationTemplate (p. 133)] からコードをコピーしてください。
シークレットのローテーションには 4 つのステップがあり、それぞれが Lambda ローテーション関数にあ
る 4 つのステップに対応しています。
方法
•
•
•
•

create_secret (p. 119)
set_secret (p. 120)
test_secret (p. 120)
finish_secret (p. 120)

create_secret
create_secret では、まず渡された ClientRequestToken で get_secret_value を呼び出して、
シークレットが存在するかどうかを確認します。シークレットがない場合は、create_secret とトーク
ンを VersionId として新しいシークレットを作成します。その後、get_random_password を使用し
て新しいシークレット値を生成できます。新しいシークレット値には、データベースまたはサービスで有
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効な文字のみが含まれていることを確認する必要があります。ExcludeCharacters のパラメータを使用
して文字を除外します。put_secret_value を呼び出し、ステージングラベル AWSPENDING で保存しま
す。新しいシークレット値を AWSPENDING に格納することで、冪等性を確保することができます。何らか
の理由でローテーションが失敗した場合は、その後の呼び出しでそのシークレット値を参照できます。詳
細については、「Lambda 関数を冪等にするにはどうすればよいですか?」を参照してください。
関数をテストするときは、AWS CLI を使用してバージョンステージを確認します。describe-secret
を呼び出し、VersionIdsToStages を確認してください。

set_secret
set_secret では、データベースやサービス内の認証情報を、AWSPENDING のバージョンの新しいシーク
レット値と一致するように変更します。
データベースなどのステートメントを解釈するサービスにステートメントを渡す場合は、クエリのパ
ラメータ化を使用します。詳細については、OWASP の Web サイトで [Query Parameterization Cheat
Sheet] (クエリパラメータ化チートシート) を参照してください。
ローテーション機能は、Secrets Manager のシークレットとターゲットリソースの両方にある顧客認証情
報にアクセスして変更する権限を持つ特権的な代理プログラムです。混乱した代理攻撃を防ぐには、攻撃
者がこの関数を使用して他のリソースにアクセスできないようにする必要があります。認証情報を更新す
る前に:
• シークレットの AWSCURRENT バージョンの認証情報が有効であることを確認してくださ
い。AWSCURRENT の認証情報が有効でない場合は、ローテーションの試行を中止してください。
• AWSCURRENT と AWSPENDING のシークレット値が同じリソース用であることを確認してください。
ユーザー名とパスワードについては、AWSCURRENT と AWSPENDING のユーザー名が同じであることを
確認してください。
また、送信先のサービスリソースが同じであることを確認してください。データベースの場
合、AWSCURRENT と AWSPENDING のホスト名が同じであることを確認してください。

test_secret
test_secret では、AWSPENDING バージョンのシークレットを使ってデータベースやサービスにアクセ
スすることで、同シークレットをテストします。

finish_secret
finish_secret では、update_secret_version_stage を使用して、ステージングラベル
AWSCURRENT を以前のシークレットバージョンから新しいシークレットバージョンに移動しま
す。Secrets Manager は、以前のバージョンに対しステージングラベル AWSPREVIOUS を自動的に付加し
ます。これにより、シークレットの最後の有効なバージョンが保持されます。

次のステップ
「the section called “ローテーションのトラブルシューティング” (p. 126)」を参照してください。

AWS Secrets Manager を使用してAWS CLI でシー
クレットの自動ローテーションを設定する
ローテーションとは、シークレットを定期的に更新するためのプロセスのことです。シークレットのロー
テーションを行うと、シークレット、ならびに、そのシークレットのデータベースまたはサービスの認証
情報が更新されます。
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Secrets Manager は Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。概要については、
「the section called “ローテーションの仕組み” (p. 110)」を参照してください。
また、コンソールを使用してローテーションを設定することもできます。(詳しくは、「自動ローテーショ
ン (コンソール) (p. 115)」を参照してください。)
Amazon RDS、Amazon Redshift、または Amazon DocumentDB のシークレットをローテーションする
場合、AWS CLI を使用してローテーションを設定するには、まず the section called “ローテーション戦
略” (p. 11) を選択する必要があります。交代ユーザー戦略を選択する場合は、データベーススーパーユー
ザーの認証情報を含むシークレットを別途保存する必要があります。次に、ローテーション関数コードを
記述します。Secrets Manager には、関数のベースとなるテンプレートが用意されています。コードを使
用して Lambda 関数を作成し、Lambda 関数と Lambda 実行ロールの両方にアクセス許可を設定します。
次のステップとして、Lambda ローテーション関数がネットワーク経由で Secrets Manager とデータベー
スまたはサービスの両方にアクセスできることを確認する必要があります。最後に、ローテーションの
シークレットを設定します。
自動ローテーションを有効にするには、IAM 実行ロールを作成し、そのロールにアクセス権限ポリシーを
アタッチするアクセス許可が必要です。iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方
が必要です。

Warning
iam:CreateRole 許可と iam:AttachRolePolicy 許可の両方をアイデンティティに付与する
と、アイデンティティが自身に任意の許可を付与できるようになります。
ステップ:
• (オプション) ステップ 1: スーパーユーザーシークレットを作成する (p. 121)
• ステップ 2: ローテーション関数コードを記述する (p. 122)
• ステップ 3: Lambda 関数と実行ロールを作成する (p. 124)
• ステップ 4: ネットワークアクセスを設定する (p. 124)
• ステップ 5: シークレットのローテーションを設定する (p. 125)
• 次のステップ (p. 125)

(オプション) ステップ 1: スーパーユーザーシークレッ
トを作成する
Amazon RDS、Amazon Redshift、および Amazon DocumentDB の場合、Secrets Manager には 2 つの
ローテーション戦略が用意されています。
シングルユーザーのローテーション戦略
この戦略は、1 つのシークレット内で 1 人のユーザーの認証情報を更新します。ユーザーには、自身
のパスワードを更新する権限が必要です。これは最も簡単なローテーション戦略であり、ほとんどの
ユースケースに使用することができます。
シークレットがローテーションしても、開いているデータベース接続は切断されません。ローテー
ションの実行中、データベース内のパスワードが変更されてからシークレットが更新されるまでには
少し時間がかかります。この遅延期間中も、ローテーションされた認証情報を使用する呼び出しが、
データベースによって拒否されるリスクは高くありません。このリスクは、適切な再試行戦略を適
用することで低減することが可能です。ローテーション後、新しい接続は新しい認証情報を使用しま
す。
交代ユーザーのローテーション戦略
この戦略は、1 つのシークレット内で 2 人のユーザーの認証情報を更新します。最初のユーザーを作
成し、その最初のローテーション中に、ローテーション関数がユーザーのクローンを作成して 2 人
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目のユーザーを作成します。シークレットがローテーションされるたびに、ローテーション関数はパ
スワードを更新するユーザーを切り替えます。ほとんどのユーザーにはクローン作成権限がないた
め、superuser の認証情報を別のシークレット内で用意する必要があります。データベース内のク
ローンユーザーが元のユーザーと同じ権限を持っていない場合は (アドホックユーザーまたはインタラ
クティブユーザーとよく呼ばれます)、シングルユーザーローテーション戦略を使用することをお勧め
します。
この戦略は、1 つ目のロールがデータベーステーブルを所有し、2 つ目のロールにそのデータベース
テーブルへのアクセス許可を付与するといった権限モデルのデータベースに適しています。また、高
可用性を必要とするアプリケーションにも適しています。アプリケーションは、ローテーション中に
シークレットを取得しても、引き続き有効な認証情報セットを取得します。ローテーション後、user
と user_clone の両方の認証情報が有効になります。このタイプのローテーション中にアプリケー
ションが拒否される可能性は、シングルユーザーのローテーション比較すると一段と低くなります。
データベースをホストしているサーバーファームでパスワードの変更がサーバー全体に伝播するまで
に時間がかかる場合には、新しい認証情報を使用する呼び出しがデータベースによって拒否されるお
それがあります。このリスクは、適切な再試行戦略を適用することで低減することが可能です。

Important
交代ユーザー戦略を選択する場合は、データベースシークレットを作成する (p. 54) して、
データベースのスーパーユーザーの認証情報をそこに保存する必要があります。ローテー
ションでは最初のユーザーのクローンが作成されますが、ほとんどのユーザーにはその権限
がないため、スーパーユーザーの認証情報を含むシークレットが必要です。

ステップ 2: ローテーション関数コードを記述する
シークレットをローテーションするには、ローテーション関数が必要です。ローテーション関数
は、Secrets Manager がシークレットをローテーションさせるために呼び出す Lambda 関数です。
Amazon RDS、Amazon Redshift、Amazon DocumentDB のシークレットをローテーションできる関数の
場合は、Secrets Manager が提供する適切なテンプレート (p. 129)からコードをコピーできます。
その他のタイプのシークレットについては、汎用ローテーションテンプレート (p. 133)を出発点として使
用して、独自のローテーション関数を作成します。
ローテーション関数は、必要な依存ファイルと共に ZIP ファイル [my-function.zip] に保存します。
関数を記述する場合、デバッグステートメントまたはロギングステートメントの記述に細心の注意を払っ
てください。これらのステートメントを含めることで、関数内の情報が Amazon CloudWatch に書き込ま
れる場合があるため、開発中に収集された機密データがログに含まれていないことを確認する必要があり
ます。
ログステートメントの例については、the section called “ローテーション関数のテンプレート” (p. 129) の
ソースコードを参照してください。
例えば、外部バイナリやライブラリを使用してリソースに接続する場合は、それらにパッチを適用して最
新の状態に保つ必要があります。
デバッグの提案については、「サーバーレスアプリケーションのテストとデバッグ」を参照してくださ
い。

Lambda ローテーション関数を編集用に開くには
1.
2.

Secrets Manager のコンソールでシークレットを選択します。
[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションの [Lambda rotation function] (Lambda ロー
テーション関数) で ローテーション関数を選択します。
Lambda コンソールが開きます。[Code source] (コードソース) セクションまで下にスクロールしま
す。
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関数にまだない場合は、[SecretsManagerRotationTemplate (p. 133)] からコードをコピーしてください。
シークレットのローテーションには 4 つのステップがあり、それぞれが Lambda ローテーション関数にあ
る 4 つのステップに対応しています。
方法
• create_secret (p. 123)
• set_secret (p. 123)
• test_secret (p. 123)
• finish_secret (p. 124)

create_secret
create_secret では、まず渡された ClientRequestToken で get_secret_value を呼び出して、
シークレットが存在するかどうかを確認します。シークレットがない場合は、create_secret とトーク
ンを VersionId として新しいシークレットを作成します。その後、get_random_password を使用し
て新しいシークレット値を生成できます。新しいシークレット値には、データベースまたはサービスで有
効な文字のみが含まれていることを確認する必要があります。ExcludeCharacters のパラメータを使用
して文字を除外します。put_secret_value を呼び出し、ステージングラベル AWSPENDING で保存しま
す。新しいシークレット値を AWSPENDING に格納することで、冪等性を確保することができます。何らか
の理由でローテーションが失敗した場合は、その後の呼び出しでそのシークレット値を参照できます。詳
細については、「Lambda 関数を冪等にするにはどうすればよいですか?」を参照してください。
関数をテストするときは、AWS CLI を使用してバージョンステージを確認します。describe-secret
を呼び出し、VersionIdsToStages を確認してください。

set_secret
set_secret では、データベースやサービス内の認証情報を、AWSPENDING のバージョンの新しいシーク
レット値と一致するように変更します。
データベースなどのステートメントを解釈するサービスにステートメントを渡す場合は、クエリのパ
ラメータ化を使用します。詳細については、OWASP の Web サイトで [Query Parameterization Cheat
Sheet] (クエリパラメータ化チートシート) を参照してください。
ローテーション機能は、Secrets Manager のシークレットとターゲットリソースの両方にある顧客認証情
報にアクセスして変更する権限を持つ特権的な代理プログラムです。混乱した代理攻撃を防ぐには、攻撃
者がこの関数を使用して他のリソースにアクセスできないようにする必要があります。認証情報を更新す
る前に:
• シークレットの AWSCURRENT バージョンの認証情報が有効であることを確認してくださ
い。AWSCURRENT の認証情報が有効でない場合は、ローテーションの試行を中止してください。
• AWSCURRENT と AWSPENDING のシークレット値が同じリソース用であることを確認してください。
ユーザー名とパスワードについては、AWSCURRENT と AWSPENDING のユーザー名が同じであることを
確認してください。
また、送信先のサービスリソースが同じであることを確認してください。データベースの場
合、AWSCURRENT と AWSPENDING のホスト名が同じであることを確認してください。

test_secret
test_secret では、AWSPENDING バージョンのシークレットを使ってデータベースやサービスにアクセ
スすることで、同シークレットをテストします。
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finish_secret
finish_secret では、update_secret_version_stage を使用して、ステージングラベル
AWSCURRENT を以前のシークレットバージョンから新しいシークレットバージョンに移動しま
す。Secrets Manager は、以前のバージョンに対しステージングラベル AWSPREVIOUS を自動的に付加し
ます。これにより、シークレットの最後の有効なバージョンが保持されます。

ステップ 3: Lambda 関数と実行ロールを作成する
Lambda 実行ロールは、関数が呼び出されたときに Lambda が引き受けるロールのことです。

Lambda ローテーション関数と実行ロールを作成するには
1.

Lambda 実行ロールの信頼ポリシーを作成した後に JSON ファイルとして保存します。例について
は、「ローテーションへのアクセス許可 (p. 133)」を参照してください。ポリシーは次の条件を満た
す必要があります。
• ロールがシークレットの Secrets Manager オペレーションを呼び出すことを許可します。
• シークレットが、aws/secretsmanager 以外のキーで暗号化されている場合、ロールが KMS
キーを使用することを許可します。
• ロールがシークレットの対象であるサービスを呼び出すことを許可します。

2.

Lambda 実行ロールを作成し、iam create-role を呼び出して信頼ポリシーを適用します。
aws iam create-role \
--role-name rotation-lambda-role \
--assume-role-policy-document file://trust-policy.json

3.

lambda create-function を呼び出して、ZIP ファイルから Lambda 関数を作成します。
aws lambda create-function \
--function-name my-rotation-function \
--runtime python3.9 \
--zip-file fileb://my-function.zip \
--handler my-handler \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/rotation-lambda-role

4.

Lambda 関数にリソースポリシーを設定し、lambda add-permission を呼び出すことで Secrets
Manager がそれを呼び出せるようにします。サンプルコマンドには、Lambda が混乱した代理プログ
ラムとして使用されるのを防ぐためにsource-accountが含まれています。
aws lambda add-permission \
--function-name my-rotation-function \
--action lambda:InvokeFunction \
--statement-id SecretsManager \
--principal secretsmanager.amazonaws.com \
--source-account 123456789012

ステップ 4: ネットワークアクセスを設定する
シークレットをローテーションするために、Lambda ローテーション関数では、シークレット、および
データベース (またはサービス) の両方にアクセスできる必要があります。
シークレットにアクセスするには
ローテーション用の Lambda 関数は、Secrets Manager のエンドポイントにアクセスできる必要があ
ります。Lambda 関数がインターネットにアクセスできる場合は、パブリックなエンドポイントを使
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用できます。エンドポイントを見つけるには、「AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ」
を参照してください。
インターネットにアクセスできない VPC で Lambda 関数を実行する場合は、Secrets Manager サー
ビスのプライベートなエンドポイントを、VPC 内に設定することをお勧めします。VPC は、リー
ジョンのパブリックなエンドポイントに向けられたリクエストを傍受し、それらをプライベートエン
ドポイントにリダイレクトします。(詳しくは、「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照してくださ
い。)
別の方法としては、NAT ゲートウェイまたはインターネットゲートウェイを VPC に追加して (これ
で VPC のトラフィックはパブリックエンドポイントに到達できます)、Lambda 関数から Secrets
Manager のパブリックなエンドポイントへのアクセスを許可することも考えられます。この方法で
は、VPC がある程度のリスクにさらされることになります。ゲートウェイ向けの IP アドレスには、
パブリックなインターネットから攻撃が可能なためです。
データベースまたはサービスにアクセスするには
データベースまたはサービスを VPC の Amazon EC2 インスタンスで実行している場合は、同じ VPC
で Lambda 関数を設定することをお勧めします。こうすることで、ローテーション関数はサービスと
直接通信できるようになります。詳細については、Configuring VPC access を参照してください。
Lambda 関数からデータベースまたはサービスへのアクセスを可能にするには、ローテーション用の
Lambda 関数にアタッチされたセキュリティグループによって、そのデータベースまたはサービスに
対するアウトバウンド接続が許可されている必要があります。同時に、データベースまたはサービス
にアタッチされているセキュリティグループでは、ローテーション用 Lambda 関数からのインバウン
ド接続を許可する必要もあります。

ステップ 5: シークレットのローテーションを設定す
る
シークレットの自動ローテーションをオンにするには、rotate-secret を呼び出します。ローテーショ
ンスケジュールは cron() または rate() のスケジュール式で設定でき、ローテーション期間を設定でき
ます。(詳しくは、「スケジュール式 (p. 136)」を参照してください。)
aws secretsmanager rotate-secret \
--secret-id MySecret \
--rotation-lambda-arn arn:aws:lambda:Region:123456789012:function:my-rotation-function
\
--rotation-rules "{\"ScheduleExpression\": \"cron(0 16 1,15 * ? *)\", \"Duration\":
\"2h\"}"

次のステップ
「the section called “ローテーションのトラブルシューティング” (p. 126)」を参照してください。

すぐにAWS Secrets Managerのシークレットを
ローテーションする
ローテーションできるのは、ローテーションが設定されているシークレットのみです。シークレッ
トにローテーションが設定されているかどうかを確認するには、コンソールでシークレットを表
示し、[Rotation configuration] (ローテーション設定) セクションまでスクロールします。[Rotation
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status] (ローテーションステータス) が [Enabled] (有効) の場合、シークレットにローテーション
が設定されます。AWS CLIの場合は、describe-secretを呼び出してください。レスポンス
にRotationLambdaARNとRotationRulesが含まれている場合、シークレットにローテーションが設定
されます。そうでない場合は、自動ローテーションを設定できます。
• データベースシークレットの自動ローテーション (コンソール) (p. 111)
• 自動ローテーション (コンソール) (p. 115)
• 自動ローテーション (AWS CLI) (p. 120)

すぐにシークレットをローテーションするには (コンソール)
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

シークレットを選択します。

3.

[Secret Details] (シークレットの詳細) ページの、[Rotation configuration] (ローテーション設定)で、
[Rotate secret immediately] (すぐにシークレットをローテーションさせる) をクリックします。

4.

[Rotate secret] (シークレットのローテーション) ダイアログボックスで、[Rotate] (ローテーション) を
クリックします。

すぐにシークレットをローテーションするには (AWS CLI)
•

rotate-secret を呼び出す:
aws secretsmanager rotate-secret --secret-id mySecret

AWS Secrets Manager におけるローテーションの
トラブルシューティング
Secrets Manager は、Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。(詳しくは、「the
section called “ローテーションの仕組み” (p. 110)」を参照してください。) Lambda ローテーション関数
は、シークレットの対象となるデータベースまたはサービス、および Secrets Manager と相互作用しま
す。ローテーションが想定通りに動作していないときは、まず CloudWatch Logs を確認します。

Lambda 関数の CloudWatch Logs を表示するには
1.

Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。

2.

シークレットを選択し、詳細ページの [Rotation configuration] (ローテーション設定) で、Lambda
ローテーション関数を選択します。Lambda コンソールが開きます。

3.

[Monitor] (モニタリング) タブで、[Logs] (ログ)、[View logs in CloudWatch] (CloudWatch にログを表
示) の順に選択します。
CloudWatch コンソールが開き、関数のログが表示されます。

ログを解釈するには
• 「環境変数に認証情報が見つかりました」の後にアクティビティがない (p. 127)
• 「CreateSecret」の後にアクティビティがない (p. 127)
• エラー: 「シークレット JSON にキーがありません」 (p. 127)
• エラー: 「setSecret: データベースにログインできません」 (p. 128)
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「環境変数に認証情報が見つかりました」の後にアク
ティビティがない
「環境変数に認証情報が見つかりました」の後にアクティビティがなく、タスクの所要時間が長い (例: デ
フォルトの Lambda タイムアウトは 30000 ms) 場合は、Secrets Manager エンドポイントへのアクセス時
に Lambda 関数がタイムアウトしている可能性があります。
ローテーション用の Lambda 関数は、Secrets Manager のエンドポイントにアクセスできる必要がありま
す。Lambda 関数がインターネットにアクセスできる場合は、パブリックなエンドポイントを使用できま
す。エンドポイントを見つけるには、「AWS Secrets Manager エンドポイントとクォータ」を参照してく
ださい。
インターネットにアクセスできない VPC で Lambda 関数を実行する場合は、Secrets Manager サービス
のプライベートなエンドポイントを、VPC 内に設定することをお勧めします。VPC は、リージョンのパ
ブリックなエンドポイントに向けられたリクエストを傍受し、それらをプライベートエンドポイントにリ
ダイレクトします。(詳しくは、「VPC エンドポイント (p. 138)」を参照してください。)
別の方法としては、NAT ゲートウェイまたはインターネットゲートウェイを VPC に追加して (これで
VPC のトラフィックはパブリックエンドポイントに到達できます)、Lambda 関数から Secrets Manager
のパブリックなエンドポイントへのアクセスを許可することも考えられます。この方法では、VPC がある
程度のリスクにさらされることになります。ゲートウェイ向けの IP アドレスには、パブリックなインター
ネットから攻撃が可能なためです。

「CreateSecret」の後にアクティビティがない
CreateSecret の実行後にローテーションが停止する原因となる問題は次のとおりです。
VPC ネットワーク ACL では、HTTPS トラフィックの送受信が許可されません。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「ネットワーク ACL を使用してサブネットへ
のトラフィックを制御する」を参照してください。
Lambda 関数のタイムアウト設定が短すぎてタスクを実行できません。
詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数オプションの設定」を参照
してください。
Secrets Manager VPC エンドポイントは、割り当てられたセキュリティグループへの進入時に VPC CIDR
を許可しません。
詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「Control traffic to resources
using security groups」(セキュリティグループを使用してリソースへのトラフィックを制御する) を参
照してください。
Secrets Manager VPC エンドポイントポリシーでは、Lambda が VPC エンドポイントを使用することを
許可していません。
(詳しくは、「the section called “Secrets Manager 用の VPC エンドポイントの作成” (p. 139)」を参
照してください。)

エラー: 「シークレット JSON にキーがありません」
Lambda ローテーション関数では、シークレット値が特定の JSON 構造になっている必要があります。こ
のエラーが表示される場合は、ローテーション関数がアクセスしようとしたキーが JSON にない可能性が
あります。各タイプのシークレットの JSON 構造については、「the section called “データベースシーク
レットの JSON 構造” (p. 56)」を参照してください。
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エラー: 「setSecret: データベースにログインできませ
ん」
このエラーを引き起こす可能性のある問題は次のとおりです。
ローテーション関数はデータベースにアクセスできません。
タスクの所要時間が長い (例: 5000 ミリ秒以上) 場合、Lambda ローテーション関数はネットワーク経
由でデータベースにアクセスできない可能性があります。
データベースまたはサービスを VPC の Amazon EC2 インスタンスで実行している場合は、同じ VPC
で Lambda 関数を設定することをお勧めします。こうすることで、ローテーション関数はサービスと
直接通信できるようになります。詳細については、Configuring VPC access を参照してください。
Lambda 関数からデータベースまたはサービスへのアクセスを可能にするには、ローテーション用の
Lambda 関数にアタッチされたセキュリティグループによって、そのデータベースまたはサービスに
対するアウトバウンド接続が許可されている必要があります。同時に、データベースまたはサービス
にアタッチされているセキュリティグループでは、ローテーション用 Lambda 関数からのインバウン
ド接続を許可する必要もあります。
シークレットの認証情報が正しくありません。
タスクの所要時間が短い場合、Lambda ローテーション関数がシークレット内の認証情報を使用して
も認証できない可能性があります。AWS CLIのコマンド「get-secret-value」で AWSCURRENT
と AWSPREVIOUS バージョンのシークレットの情報を使用し、手動ログインし、認証情報を確認しま
す。
データベースには SSL/TLS アクセスが必要です。
SSL/TLS 接続が必要なデータベースを使用しているが、ローテーション関数が暗号化されていない接
続を使用する場合、ローテーション関数はデータベースに接続できません。Amazon RDS (Oracle を
除く) および Amazon DocumentDB のローテーション関数では、使用可能な場合、データベースへの
接続に Secure Sockets Layer (SSL) または Transport Layer Security (TLS) が使用されます。使用でき
ない場合は、暗号化されていない接続が使用されます。

Note
2021 年 12 月 20 日より前に自動シークレットローテーションを設定した場合は、ローテー
ション関数が SSL/TLS をサポートしていない古いテンプレートに基づいている可能性が
あります。SSL/TLS を使用する接続をサポートするには、ローテーション関数を再作成す
る (p. 111)必要があります。

ローテーション関数がいつ作成されたかを特定するには
1.

Secrets Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/)
で、シークレットを開きます。[Rotation configuration] (ローテーション構成) セク
ションの [Lambda rotation function] (Lambda ローテーション関数) の下に、[Lambda
function ARN] (Lambda 関数 ARN) が表示されます (arn:aws:lambda:awsregion:123456789012:function:SecretsManagerMyRotationFunction など)。ARN
の末尾から関数名をコピーします (この例では SecretsManagerMyRotationFunction )。

2.

AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) の [Functions] (関数)
で、Lambda 関数名を検索ボックスに貼り付けて、[Enter] (入力) を選択してから、Lambda 関数
を選択します。

3.

関数の詳細ページで、[Configuration] (設定) タブの [Tags] (タグ) で、キー
aws:cloudformation:stack-name の横にある値をコピーします。

4.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) の [Stacks]
(スタック) で、キー値を検索ボックスに貼り付けてから、[Enter] (入力) を選択します。
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5.

スタックのリストがフィルタリングされ、Lambda ローテーション関数を作成したスタックだけ
が表示されます。[Created date] (作成日) 列に、スタックが作成された日付が表示されます。これ
が、Lambda ローテーション関数が作成された日付です。

AWS Secrets Managerローテーションのリファレ
ンス
トピック
• AWS Secrets Manager ローテーション関数のテンプレート (p. 129)
• AWS Secrets Manager における Lambda 関数の実行ロールへのアクセス許可 (p. 133)
• Secrets Manager ローテーションのスケジュール式 (p. 136)

AWS Secrets Manager ローテーション関数のテンプ
レート
Secrets Manager には、認証情報のタイプ別にローテーション関数のテンプレートが用意されています。
テンプレートの使用方法については、以下を参照してください。
• Amazon RDS、Amazon Redshift、Amazon DocumentDB の認証情報をローテーションさせる (p. 111)
• その他のタイプの認証情報 (コンソール手順) (p. 115)
• その他のタイプの認証情報 (AWS CLI 手順) (p. 120)

ローテーションテンプレート
Secrets Manager には、以下のローテーション用関数のテンプレートが用意されています。
• Amazon RDS データベース (p. 130)
• Amazon RDS MariaDB シングルユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MariaDB 交代ユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MySQL シングルユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MySQL 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Oracle シングルユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Oracle 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS PostgreSQL シングルユーザー (p. 131)
• Amazon RDS PostgreSQL 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Microsoft SQLServer シングルユーザー (p. 132)
• Amazon RDS Microsoft SQLServer 交代ユーザー (p. 132)
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベース (p. 132)
• Amazon DocumentDB シングルユーザー (p. 132)
• Amazon DocumentDB 交代ユーザー (p. 132)
• Amazon Redshift (p. 133)
• Amazon Redshift シングルユーザー (p. 133)
• Amazon Redshift 交代ユーザー (p. 133)
• その他のタイプのシークレット (p. 133)
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テンプレートは Python 3.9 をサポートしています。

Amazon RDS データベース
トピック
• Amazon RDS MariaDB シングルユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MariaDB 交代ユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MySQL シングルユーザー (p. 130)
• Amazon RDS MySQL 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Oracle シングルユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Oracle 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS PostgreSQL シングルユーザー (p. 131)
• Amazon RDS PostgreSQL 交代ユーザー (p. 131)
• Amazon RDS Microsoft SQLServer シングルユーザー (p. 132)
• Amazon RDS Microsoft SQLServer 交代ユーザー (p. 132)

Amazon RDS MariaDB シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSMariaDBRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
データベースインスタンスでホストされている MariaDB データベース
• ローテーション戦略: ローテーション戦略: シングルユーザー (p. 11)
• SecretString 構造: the section called “Amazon RDS MariaDB シークレット構造” (p. 57)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSMariaDBRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyMySQL 1.0.2

Amazon RDS MariaDB 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSMariaDBRotationMultiUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている MariaDB データベース
• ローテーション戦略: the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• SecretString 構造: the section called “Amazon RDS MariaDB シークレット構造” (p. 57)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSMariaDBRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyMySQL 1.0.2

Amazon RDS MySQL シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSMySQLRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
データベースインスタンスでホストされている MySQL データベース
• ローテーション戦略: the section called “シングルユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString構造体: the section called “Amazon RDS MySQL のシークレット構
造” (p. 57)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSMySQLRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyMySQL 1.0.2
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Amazon RDS MySQL 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSMySQLRotationMultiUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている MySQL データベース
• ローテーション戦略: the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString構造体: the section called “Amazon RDS MySQL のシークレット構
造” (p. 57)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSMySQLRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyMySQL 1.0.2

Amazon RDS Oracle シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSOracleRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
データベースインスタンスでホストされている Oracle データベース
• ローテーション戦略 the section called “シングルユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体 the section called “Amazon RDS Oracle シークレット構造” (p. 57)
• ソースコード:https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSOracleRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: cx_Oracle 6.0.2

Amazon RDS Oracle 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSOracleRotationMultiUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている Oracle データベース
• ローテーション戦略 the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体 the section called “Amazon RDS Oracle シークレット構造” (p. 57)
• ソースコードhttps://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSOracleRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: cx_Oracle 6.0.2

Amazon RDS PostgreSQL シングルユーザー
• テンプレートの名前 SecretsManagerRDSPostgreSQLRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている PostgreSQL データベース
• ローテーション戦略 ローテーション戦略: シングルユーザー (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon RDS PostgreSQL のシークレット構
造” (p. 57)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSPostgreSQLRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyGreSQL 5.0.7

Amazon RDS PostgreSQL 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSPostgreSQLRotationMultiUser
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• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている PostgreSQL データベース
• ローテーション戦略 the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想されるSecretString 構造体: the section called “Amazon RDS PostgreSQL のシークレット構
造” (p. 57)
• ソースコードhttps://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSPostgreSQLRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyGreSQL 5.0.7

Amazon RDS Microsoft SQLServer シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSSQLServerRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている Microsoft SQLServer データベース
• ローテーション戦略: the section called “シングルユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon RDS Microsoft SQLServer シークレット
構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSSQLServerRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: Pymssql 2.2.2

Amazon RDS Microsoft SQLServer 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRDSSQLServerRotationMultiUs
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon RDS データベースインスタンスでホストさ
れている Microsoft SQLServer データベース
• ローテーション戦略: the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon RDS Microsoft SQLServer シークレット
構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRDSSQLServerRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: Pymssql 2.2.2

Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベース
Amazon DocumentDB シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerMongoDBRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon DocumentDB
• ローテーション戦略: the section called “シングルユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon DocumentDB シークレット構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerMongoDBRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: Pymongo 3.2

Amazon DocumentDB 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerMongoDBRotationMultiUser
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• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon DocumentDB
• ローテーション戦略: the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon DocumentDB シークレット構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerMongoDBRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: Pymongo 3.2

Amazon Redshift
Amazon Redshift シングルユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRedshiftRotationSingleUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon Redshift
• ローテーション戦略: the section called “シングルユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon Redshift のシークレット構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRedshiftRotationSingleUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyGreSQL 5.0.7

Amazon Redshift 交代ユーザー
• テンプレートの名前: SecretsManagerRedshiftRotationMultiUser
• サポートされているデータベースまたはサービス: Amazon Redshift
• ローテーション戦略: the section called “交代ユーザー” (p. 11)
• 予想される SecretString 構造体: the section called “Amazon Redshift のシークレット構造” (p. 58)
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRedshiftRotationMultiUser/lambda_function.py
• 依存関係: PyGreSQL 5.0.7

その他のタイプのシークレット
Secrets Manager は、任意のタイプのシークレットのローテーション関数を作成するための開始点と
して、このテンプレートを提供します。詳細については、「the section called “ローテーションの仕組
み” (p. 110)」を参照してください。
• テンプレートの名前: SecretsManagerRotationTemplate
• ソースコード: https://github.com/aws-samples/aws-secrets-manager-rotation-lambdas/tree/master/
SecretsManagerRotationTemplate/lambda_function.py

AWS Secrets Manager における Lambda 関数の実行
ロールへのアクセス許可
Secrets Manager は、Lambda 関数を使用してシークレットをローテーションします。Lambda 関数を実
行するために、Lambda は IAM 実行ロールを想定し、これらの認証情報を Lambda 関数のコードに提供し
ます。自動ローテーションの設定方法については、以下を参照してください。
• データベースシークレットの自動ローテーション (コンソール) (p. 111)
• 自動ローテーション (コンソール) (p. 115)
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• 自動ローテーション (AWS CLI) (p. 120)
次の例は、Lambda ローテーション関数の実行ロールのインラインポリシーを示しています。実行ロール
を作成し、アクセス権限ポリシーをアタッチするには、を参照してください。AWS Lambda実行ロール。
例:
• Lambda ローテーション関数の実行ロールのポリシー (p. 134)
• カスタマーマネージドキーのポリシーステートメント (p. 134)
• 交代ユーザー戦略のポリシーステートメント (p. 135)

Lambda ローテーション関数の実行ロールのポリシー
次のポリシーの例では、ローテーション関数が次の操作を許可します。
• SecretARN の Secrets Manager 操作を実行します。
• 新しいパスワードを作成します。
• データベースまたはサービスが VPC で実行されている場合、必要な設定のセットアップを行いま
す。VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する、を参照してください。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:PutSecretValue",
"secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
],
"Resource": "SecretARN"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword"
],
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DetachNetworkInterface"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

カスタマーマネージドキーのポリシーステートメント
AWS マネージドキー aws/secretsmanager 以外の KMS キーを使用しシークレットを暗号化する場合
は、そのキーの使用に関するアクセス許可を、Lambda の実行ロールに付与する必要があります。次に、
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関数による KMS キーの取得を許可するため実行ロールポリシーに追加する、ステートメントの例を示し
ます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "KMSKeyARN"

交代ユーザー戦略のポリシーステートメント
交代ユーザーローテーション戦略については、「the section called “ローテーション戦略” (p. 11)」を参照
してください。
次のポリシーの例では、関数が次の操作を許可します。
• SecretARN の Secrets Manager 操作を実行します。
• スーパーユーザーシークレットで認証情報を取得します。Secrets Manager は、スーパーユーザーシー
クレットの認証情報を使用し、ローテーションされたシークレットの認証情報を更新します。
• 新しいパスワードを作成します。
• データベースまたはサービスが VPC で実行される場合、必要な設定のセットアップを行います。詳細に
ついては、「VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する」を参照してください。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:PutSecretValue",
"secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
],
"Resource": "SecretARN"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "SeparateSecretARN"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword"
],
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DetachNetworkInterface"
],
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}

]

}

"Resource": "*",
"Effect": "Allow"

Secrets Manager ローテーションのスケジュール式
自動ローテーションをオンにすると、Cron() または Rate() 式を使用して、シークレットをローテーション
するスケジュールを設定できます。Rate 式を使用すると、一定の日数間隔で繰り返されるローテーション
スケジュールを作成できます。Cron 式を使用すると、ローテーション間隔よりも詳細なローテーションス
ケジュールを作成できます。Secrets Manager のローテーションスケジュールでは、UTC タイムゾーンが
使用されます。
Secrets Manager は、ローテーションウィンドウ内の任意の時刻にシークレットをローテーションしま
す。rate() 式の場合、ローテーションウィンドウは午前 0 時に自動的に開始されます。cron() 式の場
合、ローテーションウィンドウは指定した時刻に開始されます。デフォルトでは、ローテーションウィン
ドウは 1 日の終わりに終了します。ウィンドウ期間を設定して、ローテーションウィンドウを短くするこ
とができます。ローテーションウィンドウが次の UTC 日に入ってはなりません。つまり、開始時間にウィ
ンドウ期間を加えた時間を 24 時間以下にする必要があります。
ローテーションの有効化については、以下を参照してください。
• the section called “データベースシークレットの自動ローテーション (コンソール)” (p. 111)
• the section called “自動ローテーション (コンソール)” (p. 115)

Rate 式
Secrets Manager の Rate 式は、次のような形式です。Value は正の整数で、Unit は day または days
にできます。
rate(Value Unit)

例えば、rate(8 days) は、シークレットが 8 日ごとにローテーションされることを意味します。

Cron 式
Cron 式の形式は次のようになります。
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)

フィールド

値

ワイルドカード

分

0 を指定してください

時間

0～23

日

1～31

,-*?/L

月

1～12 または JAN～DEC

,-*/

曜日

1～7 または SUN～SAT

#,-*?/L

年

* を指定してください
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Secrets Manager の cron 式では、分フィールドに 0 が必要です。これは、Secrets Manager のローテー
ションウィンドウが正時に開始されるためです。年フィールドには、* が必要です。これは、Secrets
Manager では 1 年以上離れているローテーションスケジュールがサポートされていないためです。

ワイルドカード:
• [*] (アスタリスク) のワイルドカードには、フィールドのすべての値が含まれます。Days フィールド
で、[*] (アスタリスク) は毎日を意味します。
• [,] (カンマ) のワイルドカードには、追加の値が含まれます。Month フィールドで、JAN,APR,JUL,OCT
は 1 月、4 月、7 月、10 月を意味します。
• [-] (ダッシュ) のワイルドカードは、範囲を指定します。Day フィールドで、1–15 は指定した月の 1 日
から 15 日を意味します。
• [/] (スラッシュ) のワイルドカードは、増分を指定します。Days フィールドで、1/10 は 10 日ごとを意
味します。
• [?] (疑問符) のワイルドカードは、任意を意味します。Cron 式の Day-of-month フィールドと Dayof-week フィールドを同時に指定することはできません。一方のフィールドに値を指定する場合、もう
一方のフィールドで [?] (疑問符) を使用する必要があります。
• Day-of-month フィールドまたは Day-of-week フィールドにある [L] のワイルドカードは、月または
週の最終日を指定します。Day-of-month では、月の最後の指定した曜日を指定することもできます。
例えば、SUNL は月の最後の日曜日を意味します。
• Day-of-week フィールドの [#] (シャープ) のワイルドカードは、月内の曜日を指定します。例え
ば、TUE#3 は月の第 3 火曜日を意味します。

例
スケジュール (UTC)

式

毎日午前 10:00。

cron(0 10 * * ? *)

毎週土曜日の午後 6:00。

cron(0 18 ? * SAT *)

毎月 1 日の午前 8:00。

cron(0 8 1 * ? *)

3 か月ごとに第 1 日曜日の午前 1:00。

cron(0 1 ? 1/3 SUN#1 *)

毎月最終日の午後 5:00。

cron(0 17 L * ? *)

月曜日から金曜日までの午前 8:00。

cron(0 8 ? * MON-FRI *)

毎月 1 日と 15 日の午後 4:00。

cron(0 16 1,15 * ? *)

毎月第 1 日曜日の午前 0:00。

cron(0 0 ? * SUN#1 *)
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AWS Secrets Manager VPC エンドポ
イントの使用
パブリックインターネットからアクセスできないプライベートネットワーク上で、できるだけ多くのイン
フラストラクチャを実行することをお勧めします。VPC と Secrets Manager とのプライベート接続は、イ
ンターフェイス VPC エンドポイントを作成すると、確立できます。インターフェイスエンドポイントは、
インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせ
ずに Secrets Manager にプライベートにアクセスできるテクノロジーである、AWS PrivateLink を利用し
ます。VPC にあるインスタンスは、Secrets Manager API と通信するときに、パブリック IP アドレスを必
要としません。VPC と Secrets Manager 間のトラフィックは、AWS ネットワークから離れません。
各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)」を参照してください。

Secrets Manager VPC エンドポイントに関する考
慮事項
Secrets Manager のインターフェイス VPC エンドポイントを設定するときは、事前に、「Amazon VPC
ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」をご確認ください。
自動シークレットローテーションでは Lamba 関数が使用され、Lambda 関数は、データベースと Secrets
Manager の両方にリクエストを送信します。自動ローテーションをオンにすると、Secrets Manager
は、お使いのデータベースと同じ VPC に Lambda 関数を作成します。Lambda ローテーション関数か
ら Secrets Manager へのリクエストが Amazon ネットワークから離れないようにするために、Secrets
Manager エンドポイントを同じ VPC 内に作成することが推奨されます。
Secrets Manager は、API アクションの VPC からの呼び出しをすべてサポートしています。
VPC エンドポイントを介したシークレットの使用を監査するときは、AWS CloudTrail ログを使用できま
す。
指定された VPC または VPC エンドポイントから発信されたものではないリクエストへのアクセスを、拒
否する方法については、the section called “例: アクセス許可と VPC” (p. 39) を参照してください。

Secrets Manager 用のインターフェイス VPC エン
ドポイントの作成
Secrets Manager 用の VPC エンドポイントを作成するときは、Amazon VPC コンソールまたは AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用しできます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイ
ド」の「インターフェースエンドポイントの作成」を参照してください。
Secrets Manager 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。
• com.amazonaws.region.secretsmanager
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エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名
(secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com など) を使って Secrets Manager への API リクエスト
を実行できます。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェースエンドポイント経由でのサービ
スへのアクセス」を参照してください。

Secrets Manager 用の VPC エンドポイントの作成
Secrets Manager へのアクセスをコントロールする VPC エンドポイントには、エンドポイントポリシーを
アタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

Example 特定のアカウントの Secrets Manager エンドポイントへのアクセスを有効にする
次の例では、アカウント 123456789012 のすべてのユーザーとロールにアクセス権を付与します。
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AccessSpecificAccount",
"Principal": {"AWS": "123456789012"},
"Action": "secretsmanager:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Example Secrets Manager エンドポイントで単一のシークレットへのアクセスを有効にする
次の例では、指定されたシークレットにのみアクセスを制限します。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": "*",
"Action": "secretsmanager:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:SecretName-a1b2c3"
]
}
]
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AWS CloudFormation に AWS
Secrets Manager シークレットを作
成する
CloudFormation のスタックでは、CloudFormation テンプレート内の
AWS::SecretsManager::Secret リソースを使うことでシークレットを作成できます。
一般的なシナリオでは、まず Secrets Manager が生成したパスワードを使ってシークレットを作成し、次
に、動的な参照 (p. 93)を使って、シークレットから、新しいデータベースの認証情報として使用するユー
ザーネームとパスワードを取得します。以下の例を参照してください。
シークレットにリソースポリシーをアタッチするには、 AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
リソースを使用します。
シークレットに Amazon RDS、Amazon Redshift、または Amazon DocumentDB の認
証情報が含まれている場合に、シークレットの自動ローテーションをオンにするには、
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソースを使って、Secrets Manager がシーク
レットをローテーションするために必要なシークレットに、データベースに関する詳細を追加します。次
に、 AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースを使って自動ローテーションをオンに
します。このリソースで、Lambda ローテーション関数とローテーションスケジュールの両方を指定しま
す。Amazon RDS、Amazon Redshift、または Amazon DocumentDB の認証情報を含むシークレットで
は、指定された ローテーション関数のテンプレート (p. 129) のいずれかを使用します。
その他のタイプのシークレットでは、独自のローテーション関数を作成し、
AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースを使って自動ローテーションをオンにしま
す。Secrets Manager では、開始点として使用できる the section called “その他のタイプのシークレッ
ト” (p. 133) を用意しています。
AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。また、AWS Cloud Development
Kit (AWS CDK) を使用することもできます 詳細については、AWS Secrets Manager Construct ライブラ
リを参照してください。
例
• AWS CloudFormation で AWS Secrets Manager シークレットを作成する (p. 141)
• AWS CloudFormation 付きの Amazon RDS MySQL DB インスタンスの AWS Secrets Manager シーク
レットを作成する (p. 142)
• 自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成する (p. 145)
• 自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon Redshift クラスターを作成する (p. 151)
• 自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon DocumentDB インスタンスを作成する (p. 156)
• AWS Secrets Manager で AWS CloudFormation を使用する方法 (p. 161)

140

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
シンプルなシークレットを作成する

AWS CloudFormation で AWS Secrets Manager
シークレットを作成する
この例では、CloudFormationCreatedSecret-a1b2c3d4e5f6 という名前のシークレットが作成され
ます。シークレット値は次の JSON で、シークレットの作成時に生成された 32 文字のパスワードが使用
されます。
{
}

"password": "EXAMPLE-PASSWORD",
"username": "saanvi"

この例では、次の CloudFormation リソースが使用されています。
• AWS::SecretsManager::Secret
AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

}

"Resources": {
"CloudFormationCreatedSecret": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Description": "Simple secret created by AWS CloudFormation.",
"GenerateSecretString": {
"SecretStringTemplate": "{\"username\": \"saanvi\"}",
"GenerateStringKey": "password",
"PasswordLength": 32
}
}
}
}

YAML
Resources:
CloudFormationCreatedSecret:
Type: 'AWS::SecretsManager::Secret'
Properties:
Description: Simple secret created by AWS CloudFormation.
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "saanvi"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 32
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AWS CloudFormation 付きの Amazon RDS MySQL
DB インスタンスの AWS Secrets Manager シーク
レットを作成する
次の例では、シークレットと、そのシークレット内の認証情報をユーザーおよびパスワードとして使用す
る Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成します。Secrets Manager は 32 文字のパスワードを生成
します。セキュリティのベストプラクティスとして、データベースは Amazon VPC に置かれています。
このテンプレートで作成されたシークレットでローテーションをオンにする方法のチュートリアルは、
「the section called “シングルユーザーローテーション” (p. 19)」を参照してください。
自動ローテーションが既にオンになっている場合の例については、「自動ローテーション付きの Amazon
RDS 認証情報を使ってシークレットを作成する (p. 145)」を参照してください。
この例では、Secrets Manager に次の CloudFormation リソースが使用されています。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

"Description": "This is an example template to demonstrate CloudFormation resources for
Secrets Manager",
"Resources": {
"TestVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames": true,
"EnableDnsSupport": true,
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SecretsManagerTutorial"
}
]
}
},
"TestSubnet01": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.96.0/19",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
"0",
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
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}

"Ref": "TestVPC"

}
},
"TestSubnet02": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
"1",
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerTutorialAdmin": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Description": "AWS RDS admin credentials",
"GenerateSecretString": {
"SecretStringTemplate": "{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey": "password",
"PasswordLength": 32,
"ExcludeCharacters": "/@\"'\\"
}
}
},
"MyDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"AllocatedStorage": 20,
"DBInstanceClass": "db.t2.micro",
"DBInstanceIdentifier":"SecretsManagerTutorialDB",
"Engine": "mysql",
"DBSubnetGroupName": {
"Ref": "MyDBSubnetGroup"
},
"MasterUsername": {
"Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:
${SecretsManagerTutorialAdmin}::username}}"
},
"MasterUserPassword": {
"Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:
${SecretsManagerTutorialAdmin}::password}}"
},
"BackupRetentionPeriod": 0,
"VPCSecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"MyDBSubnetGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSubnetGroup",
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"Properties": {
"DBSubnetGroupDescription": "Test Group",
"SubnetIds": [
{
"Ref": "TestSubnet01"
},
{
"Ref": "TestSubnet02"
}
]
}

}

}

},
"SecretRDSInstanceAttachment": {
"Type": "AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties": {
"SecretId": {
"Ref": "SecretsManagerTutorialAdmin"
},
"TargetId": {
"Ref": "MyDBInstance"
},
"TargetType": "AWS::RDS::DBInstance"
}
}

YAML
Description: >This is an example template to demonstrate CloudFormation resources for
Secrets Manager
Resources:
TestVPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
Tags:
- Key: Name
Value: SecretsManagerTutorial
TestSubnet01:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone: !Select
- '0'
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref TestVPC
TestSubnet02:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone: !Select
- '1'
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref TestVPC
SecretsManagerTutorialAdmin:
Type: 'AWS::SecretsManager::Secret'
Properties:
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Description: AWS RDS admin credentials
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 32
ExcludeCharacters: '"@/\'
MyDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
AllocatedStorage: 20
DBInstanceClass: db.t2.micro
DBInstanceIdentifier: SecretsManagerTutorialDB
Engine: mysql
DBSubnetGroupName: !Ref MyDBSubnetGroup
MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${SecretsManagerTutorialAdmin}::username}}'
MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${SecretsManagerTutorialAdmin}::password}}'
BackupRetentionPeriod: 0
VPCSecurityGroups:
- !GetAtt
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
MyDBSubnetGroup:
Type: 'AWS::RDS::DBSubnetGroup'
Properties:
DBSubnetGroupDescription: Test Group
SubnetIds:
- !Ref TestSubnet01
- !Ref TestSubnet02
SecretRDSInstanceAttachment:
Type: 'AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment'
Properties:
SecretId: !Ref SecretsManagerTutorialAdmin
TargetId: !Ref MyDBInstance
TargetType: 'AWS::RDS::DBInstance'

自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager
シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成する
次の例では、シークレットと、そのシークレット内の認証情報をユーザーおよびパスワードとして使用す
る Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成します。Secrets Manager は 32 文字のパスワードを生
成します。また、このテンプレートでは、ローテーション関数のテンプレート (p. 129) から Lambda ロー
テーション関数を作成し、このシークレットが毎月の最初の日の午前 8 時から午前 10 時 (UTC) に自動的
にローテーションされるように設定します。セキュリティのベストプラクティスとして、DB インスタン
スは Amazon VPC に置かれています。
自動ローテーションがない例については、「Amazon RDS 認証情報を使ってシークレットを作成す
る (p. 142)」を参照してください。
この例では、Secrets Manager に次の CloudFormation リソースが使用されています。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
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AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

"Transform": "AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Description": "This is an example template to demonstrate CloudFormation resources for
Secrets Manager",
"Resources": {
"TestVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames": true,
"EnableDnsSupport": true
}
},
"TestSubnet01": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.96.0/19",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
"0",
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "TestVPC"
}
}
},
"TestSubnet02": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
"1",
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint": {
"Type": "AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties": {
"SubnetIds": [
{
"Ref": "TestSubnet01"
},
{
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}

"Ref": "TestSubnet02"

],
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::GetAtt": [
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType": "Interface",
"ServiceName": {
"Fn::Sub": "com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled": true,
"VpcId": {
"Ref": "TestVPC"
}

}
},
"MyRDSInstanceRotationSecret": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Description": "This is my rds instance secret",
"GenerateSecretString": {
"SecretStringTemplate": "{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey": "password",
"PasswordLength": 32,
"ExcludeCharacters": "/@\"'\\"
},
"Tags": [
{
"Key": "AppName",
"Value": "MyApp"
}
]
}
},
"MyDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"AllocatedStorage": 20,
"DBInstanceClass": "db.t2.micro",
"Engine": "mysql",
"DBSubnetGroupName": {
"Ref": "MyDBSubnetGroup"
},
"MasterUsername": {
"Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:
${MyRDSInstanceRotationSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword": {
"Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:
${MyRDSInstanceRotationSecret}::password}}"
},
"BackupRetentionPeriod": 0,
"VPCSecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
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}

}

},
"MyDBSubnetGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSubnetGroup",
"Properties": {
"DBSubnetGroupDescription": "Test Group",
"SubnetIds": [
{
"Ref": "TestSubnet01"
},
{
"Ref": "TestSubnet02"
}
]
}
},
"SecretRDSInstanceAttachment": {
"Type": "AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties": {
"SecretId": {
"Ref": "MyRDSInstanceRotationSecret"
},
"TargetId": {
"Ref": "MyDBInstance"
},
"TargetType": "AWS::RDS::DBInstance"
}
},
"MySecretRotationSchedule": {
"Type": "AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn": "SecretRDSInstanceAttachment",
"Properties": {
"SecretId": {
"Ref": "MyRDSInstanceRotationSecret"
},
"HostedRotationLambda": {
"RotationType": "MySQLSingleUser",
"RotationLambdaName": "SecretsManagerRotation",
"VpcSecurityGroupIds": {
"Fn::GetAtt": [
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds": {
"Fn::Join": [
",",
[
{
"Ref": "TestSubnet01"
},
{
"Ref": "TestSubnet02"
}
]
]
}
},
"RotationRules": {
"Duration": 2h,
"ScheduleExpression": "cron(0 8 1 * ? *)"
}
}
}

148

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
YAML

YAML
--Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Description: This is an example template to demonstrate CloudFormation resources for
Secrets Manager
Resources:
#This is the VPC that the rotation Lambda function and the RDS instance will be placed in
TestVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
# Subnet that the rotation Lambda function and the RDS instance will be placed in
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
#VPC endpoint that will enable the rotation Lambda function to make api calls to Secrets
Manager
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
#This is a Secret resource with a randomly generated password in its SecretString JSON.
MyRDSInstanceRotationSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: This is my rds instance secret
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GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 32
ExcludeCharacters: "/@\"'\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
#This is an RDS instance resource. Its master username and password use dynamic
references to resolve values from
#SecretsManager. The dynamic reference guarantees that CloudFormation will not log or
persist the resolved value
#We sub the Secret resource's logical id in order to construct the dynamic reference,
since the Secret's name is being #generated by CloudFormation
MyDBInstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: 20
DBInstanceClass: db.t2.micro
Engine: mysql
DBSubnetGroupName:
Ref: MyDBSubnetGroup
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRDSInstanceRotationSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRDSInstanceRotationSecret}::password}}"
BackupRetentionPeriod: 0
VPCSecurityGroups:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
#Database subnet group for the RDS instance
MyDBSubnetGroup:
Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: Test Group
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
#This is a SecretTargetAttachment resource which updates the referenced Secret resource
with properties about
#the referenced RDS instance
SecretRDSInstanceAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRDSInstanceRotationSecret
TargetId:
Ref: MyDBInstance
TargetType: AWS::RDS::DBInstance
#This is a RotationSchedule resource. It configures rotation of password for the
referenced secret using a rotation lambda function
#The first rotation happens at resource creation time, with subsequent rotations
scheduled according to the rotation rules
#We explicitly depend on the SecretTargetAttachment resource being created to ensure that
the secret contains all the
#information necessary for rotation to succeed
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretRDSInstanceAttachment
Properties:
SecretId:
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Ref: MyRDSInstanceRotationSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: MySQLSingleUser
RotationLambdaName: SecretsManagerRotation
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
Duration: 2h
ScheduleExpression: 'cron(0 8 1 * ? *)'

自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager
シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon Redshift クラスターを作成する
次の例では、シークレットと、そのシークレット内の認証情報をユーザーおよびパスワードとして使用す
る Amazon Redshift クラスターを作成します。また、このテンプレートでは、ローテーション関数のテン
プレート (p. 129) から Lambda ローテーション関数を作成し、このシークレットが毎月の最初の日の午前
8 時から午前 10 時 (UTC) に自動的にローテーションされるように設定します。セキュリティのベストプ
ラクティスとして、クラスターは Amazon VPC に置かれています。
この例では、Secrets Manager に次の CloudFormation リソースが使用されています。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Transform":"AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources":{
"TestVPC":{
"Type":"AWS::EC2::VPC",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames":true,
"EnableDnsSupport":true
}
},
"TestSubnet01":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.96.0/19",
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"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"0",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}

}
},
"TestSubnet02":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"1",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint":{
"Type":"AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties":{
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType":"Interface",
"ServiceName":{
"Fn::Sub":"com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled":true,
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"MyRedshiftSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
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"Description":"This is my rds instance secret",
"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"@/\\"
},
"Tags":[
{
"Key":"AppName",
"Value":"MyApp"
}
]

}
},
"MyRedshiftCluster":{
"Type":"AWS::Redshift::Cluster",
"Properties":{
"DBName":"myyamldb",
"NodeType":"ds2.xlarge",
"ClusterType":"single-node",
"ClusterSubnetGroupName":{
"Ref":"ResdshiftSubnetGroup"
},
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
},
"PubliclyAccessible":false,
"VpcSecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"ResdshiftSubnetGroup":{
"Type":"AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup",
"Properties":{
"Description":"Test Group",
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
}
},
"SecretRedshiftAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRedshiftSecret"
},
"TargetId":{
"Ref":"MyRedshiftCluster"
},
"TargetType":"AWS::Redshift::Cluster"
}
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}

}

},
"MySecretRotationSchedule":{
"Type":"AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn":"SecretRedshiftAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRedshiftSecret"
},
"HostedRotationLambda":{
"RotationType":"RedshiftSingleUser",
"RotationLambdaName":"SecretsManagerRotationRedshift",
"VpcSecurityGroupIds":{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds":{
"Fn::Join":[
",",
[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
]
}
},
"RotationRules":{
"Duration": "2h",
"ScheduleExpression": "cron(0 8 1 * ? *)"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Resources:
TestVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
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Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
MyRedshiftSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: This is my rds instance secret
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"@/\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
MyRedshiftCluster:
Type: AWS::Redshift::Cluster
Properties:
DBName: myyamldb
NodeType: ds2.xlarge
ClusterType: single-node
ClusterSubnetGroupName:
Ref: ResdshiftSubnetGroup
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
PubliclyAccessible: false
VpcSecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
ResdshiftSubnetGroup:
Type: AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Properties:
Description: Test Group
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecretRedshiftAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
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Ref: MyRedshiftSecret
TargetId:
Ref: MyRedshiftCluster
TargetType: AWS::Redshift::Cluster
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretRedshiftAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRedshiftSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: RedshiftSingleUser
RotationLambdaName: SecretsManagerRotationRedshift
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
Duration: 2h
ScheduleExpression: 'cron(0 8 1 * ? *)'

自動ローテーション付きの AWS Secrets Manager
シークレットと、AWS CloudFormation 付きの
Amazon DocumentDB インスタンスを作成する
次の例では、シークレットと、そのシークレット内の認証情報をユーザーおよびパスワードとして使用
する Amazon DocumentDB インスタンスを作成します。シークレットには、シークレットにアクセスで
きるユーザーを定義するリソースベースのポリシーがアタッチされています。また、このテンプレートで
は、ローテーション関数のテンプレート (p. 129) から Lambda ローテーション関数を作成し、このシーク
レットが毎月の最初の日の午前 8 時から午前 10 時 (UTC) に自動的にローテーションされるように設定し
ます。セキュリティのベストプラクティスとして、インスタンスは Amazon VPC に置かれています。
この例では、Secrets Manager に次の CloudFormation リソースが使用されています。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
AWS CloudFormation を使用したリソースの作成の詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガ
イド」の「テンプレートの基礎についての学習」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Transform":"AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources":{
"TestVPC":{
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"Type":"AWS::EC2::VPC",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames":true,
"EnableDnsSupport":true
}

},
"TestSubnet01":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.96.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"0",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"TestSubnet02":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"1",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint":{
"Type":"AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties":{
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType":"Interface",
"ServiceName":{
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"Fn::Sub":"com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled":true,
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}

}
},
"MyDocDBClusterRotationSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"someadmin\",\"ssl\": true}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"@/\\"
},
"Tags":[
{
"Key":"AppName",
"Value":"MyApp"
}
]
}
},
"MyDocDBCluster":{
"Type":"AWS::DocDB::DBCluster",
"Properties":{
"DBSubnetGroupName":{
"Ref":"MyDBSubnetGroup"
},
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyDocDBClusterRotationSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyDocDBClusterRotationSecret}::password}}"
},
"VpcSecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"DocDBInstance":{
"Type":"AWS::DocDB::DBInstance",
"Properties":{
"DBClusterIdentifier":{
"Ref":"MyDocDBCluster"
},
"DBInstanceClass":"db.r5.large"
}
},
"MyDBSubnetGroup":{
"Type":"AWS::DocDB::DBSubnetGroup",
"Properties":{
"DBSubnetGroupDescription":"",
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
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{

}

}

}

]

}

"Ref":"TestSubnet02"

},
"SecretDocDBClusterAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyDocDBClusterRotationSecret"
},
"TargetId":{
"Ref":"MyDocDBCluster"
},
"TargetType":"AWS::DocDB::DBCluster"
}
},
"MySecretRotationSchedule":{
"Type":"AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn":"SecretDocDBClusterAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyDocDBClusterRotationSecret"
},
"HostedRotationLambda":{
"RotationType":"MongoDBSingleUser",
"RotationLambdaName":"MongoDBSingleUser",
"VpcSecurityGroupIds":{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds":{
"Fn::Join":[
",",
[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
]
}
},
"RotationRules":{
"Duration": "2h",
"ScheduleExpression": "cron(0 8 1 * ? *)"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Resources:
TestVPC:
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Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
MyDocDBClusterRotationSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{\"username\": \"someadmin\",\"ssl\": true}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"@/\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
MyDocDBCluster:
Type: AWS::DocDB::DBCluster
Properties:
DBSubnetGroupName:
Ref: MyDBSubnetGroup
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyDocDBClusterRotationSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyDocDBClusterRotationSecret}::password}}"
VpcSecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
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- DefaultSecurityGroup
DocDBInstance:
Type: AWS::DocDB::DBInstance
Properties:
DBClusterIdentifier:
Ref: MyDocDBCluster
DBInstanceClass: db.r5.large
MyDBSubnetGroup:
Type: AWS::DocDB::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: ''
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecretDocDBClusterAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyDocDBClusterRotationSecret
TargetId:
Ref: MyDocDBCluster
TargetType: AWS::DocDB::DBCluster
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretDocDBClusterAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyDocDBClusterRotationSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: MongoDBSingleUser
RotationLambdaName: MongoDBSingleUser
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
Duration: 2h
ScheduleExpression: 'cron(0 8 1 * ? *)'

AWS Secrets Manager で AWS CloudFormation を
使用する方法
コンソールを使用してローテーションをオンにすると、Secrets Manager は AWS CloudFormation を
使用して、ローテーション用のリソースを作成します。そのプロセスで新しいローテーション関数を
作成すると、AWS CloudFormation は適切な ローテーション関数のテンプレート (p. 129) に基づいて
AWS::Serverless::Function を作成します。次に AWS CloudFormation は RotationSchedule を
設定し、シークレットのローテーション関数とローテーションルールを設定します。自動ローテーション
をオンにした後、バナーで [View stack] (スタックの表示) を選択すると、AWS CloudFormation スタック
を表示できます。
自動ローテーションを有効にする方法については、シークレットのローテーション (p. 110) を参照してく
ださい。

161

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
AWS CloudTrail でのログ記録

AWS Secrets Manager シークレット
をモニタリングする
AWS には、Secrets Manager シークレットを監視して、問題が発生した場合にレポートし、必要に応じて
自動的に対処するために、モニタリングツールが用意されています。ログは予期しない使用や変更を調査
する場合に使用することができ、不要な変更をロールバックできます。シークレットの不適切な使用や、
シークレットを削除しようとする試みに対する自動チェックを設定できます。AWS は、次のモニタリング
ツールを提供します。
• AWS CloudTrail は、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
および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。詳しく
は、the section called “AWS CloudTrail でのログ記録 ” (p. 162) を参照してください。
• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタ
イムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、およ
び指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの
設定を行うことができます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してくださ
い。

AWS Secrets Manager を使用して AWS CloudTrail
イベントをログ記録する
AWS CloudTrail は、Secrets Manager のすべての API 呼び出しをイベントとして記録します。これに
は、Secrets Manager コンソールからの呼び出し、およびローテーションとシークレットバージョンの削
除に関するその他のいくつかのイベントが含まれます。
CloudTrail コンソールを使用して、過去 90 日間に記録された イベントを表示できます。Secrets Manager
のイベントを含む AWS アカウントでのイベントの継続的な記録については、CloudTrail がログファイル
を Amazon S3 バケットに配信するように証跡を作成します。「AWSアカウントの証跡の作成」を参照し
てください。CloudTrail を CloudTrail ログファイルを複数の AWS アカウント および AWS リージョン か
ら受信するように設定することもできます。
その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたデータをより詳細に分析し、そ
れに基づく対応を行うことができます。「CloudTrail ログとの AWS サービス統合」を参照してくださ
い。CloudTrail が、新しいログファイルを Amazon S3 バケットに発行するときにも通知を受け取ることが
できます。「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」を参照してください。

CloudTrail ログ（コンソール）からSecrets Manager のイベントを取得するには
1.
2.
3.

CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
コンソールが、イベントの発生したリージョンを示してしていることを確認します。コンソールに
は、選択したリージョンで発生したイベントのみが表示されます。コンソールの右上のドロップダウ
ンリストからリージョンを選択してください。
左のナビゲーションペインで [Event history] (イベント履歴)を選択します。

4.

[Filter] (フィルター) 条件、および [Time range] (時間範囲) (またはその両方) を選択すると探している
イベントを見つけるのに役立ちます。たとえば、すべての Secrets Manager イベントを表示するに
は、[Select attribute] (属性の選択) で、[Event source] (イベントソース) を選択します。次に、[Enter
event source] (イベントソースの入力) で、secretsmanager.amazonaws.com を選択します。

5.

追加の詳細を表示するには、イベントの横の拡張矢印を選択します。利用可能なすべての情報を表示
するには、[View event] (イベントの表示) を選択します。
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CloudTrail ログからSecrets Manager のイベントを取得するには (AWS CLI)
•

AWS CLI で次のコマンドを使用します。
aws cloudtrail lookup-events --region us-east-1 --lookup-attributes
AttributeKey=EventSource,AttributeValue=secretsmanager.amazonaws.com

Secrets Manager のログエントリ
CancelRotateSecret
CancelRotateSecret オペレーションによって生成。ローテーションの詳細は、「シークレットのロー
テーション (p. 110)」を参照してください。
CancelSecretVersionDelete
バージョンを持つシークレットで DeleteSecret を呼び出し、後で RestoreSecret を呼び出す
と、Secrets Manager は、復元されたシークレットバージョンごとにこのイベントをログに記録しま
す。削除されたシークレットを復元する方法については、「the section called “シークレットを復元す
る” (p. 66)」を参照してください。
CreateSecret
CreateSecret オペレーションによって生成。シークレットを作成する方法の詳細については、「シー
クレットの作成と管理 (p. 54)」を参照してください。
DeleteResourcePolicy
DeleteResourcePolicy オペレーションによって生成。許可の詳細については、「認証とアクセスコン
トロール (p. 30)」を参照してください。
DeleteSecret
DeleteSecret オペレーションによって生成。シークレットの削除については、「the section called
“シークレットの削除” (p. 64)」を参照してください。
DescribeSecret
DescribeSecret オペレーションによって生成。
EndSecretVersionDelete
シークレットバージョンが削除されたときに生成されます。詳細については、「the section called
“シークレットの削除” (p. 64)」を参照してください。
GetRandomPassword
GetRandomPassword オペレーションによって生成。
GetResourcePolicy
GetResourcePolicy オペレーションによって生成。許可の詳細については、「認証とアクセスコント
ロール (p. 30)」を参照してください。
GetSecretValue
GetSecretValue オペレーションによって生成。シークレットを取得する方法の詳細については、
「シークレットの取得 (p. 71)」を参照してください。
ListSecrets
ListSecrets オペレーションによって生成。シークレットを一覧する方法の詳細については、「the
section called “シークレットを検索する” (p. 62)」を参照してください。
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ListSecretVersionIds
ListSecretVersionIds オペレーションによって生成。
PutResourcePolicy
PutResourcePolicy オペレーションによって生成。許可の詳細については、「認証とアクセスコント
ロール (p. 30)」を参照してください。
PutSecretValue
PutSecretValue オペレーションによって生成。シークレットを更新する方法の詳細については、「the
section called “シークレットの変更” (p. 60)」を参照してください。
RemoveRegionsFromReplication
RemoveRegionsFromReplication オペレーションによって生成。シークレットのレプリケーションの
詳細については、「the section called “シークレットを他のリージョンにレプリケートする” (p. 67)」
を参照してください。
ReplicateSecretToRegions
ReplicateSecretToRegions オペレーションによって生成。シークレットのレプリケーションの詳細に
ついては、「the section called “シークレットを他のリージョンにレプリケートする” (p. 67)」を参照
してください。
RestoreSecret
RestoreSecret オペレーションによって生成。削除されたシークレットを復元する方法については、
「the section called “シークレットを復元する” (p. 66)」を参照してください。
RotateSecret
RotateSecret オペレーションによって生成。ローテーションの詳細は、「シークレットのローテー
ション (p. 110)」を参照してください。
RotationStarted
Secrets Manager がシークレットのローテーションを開始したときに生成されます。ローテーション
の詳細は、「シークレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。
RotationAbandoned
Secrets Manager がローテーションの試みを中止し、既存のバージョンのシークレットから
AWSPENDING ラベルを削除するときに生成されます。Secrets Manager は、ローテーション中にシー
クレットの新しいバージョンを作成すると、ローテーションを中止します。ローテーションの詳細
は、「シークレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。
RotationFailed
ローテーションが失敗したときに生成されます。ローテーションの詳細は、「the section called “ロー
テーションのトラブルシューティング” (p. 126)」を参照してください。
RotationSucceeded
シークレットが正常にローテーションされたときに生成されます。ローテーションの詳細は、「シー
クレットのローテーション (p. 110)」を参照してください。
StartSecretVersionDelete
Secrets Manager がシークレットバージョンの削除を開始したときに生成されます。シークレットの
削除については、「the section called “シークレットの削除” (p. 64)」を参照してください。
StopReplicationToReplica
StopReplicationToReplica オペレーションによって生成。シークレットのレプリケーションの詳細に
ついては、「the section called “シークレットを他のリージョンにレプリケートする” (p. 67)」を参照
してください。
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TagResource
TagResource オペレーションによって生成。シークレットのタグ付けの詳細については、「the
section called “タグシークレット” (p. 69)」を参照してください。
TestRotationStarted
Secrets Manager が、即時ローテーションが予定されていないシークレットのローテーションテ
ストを開始したときに生成されます。ローテーションの詳細は、「シークレットのローテーショ
ン (p. 110)」を参照してください。
TestRotationSucceeded
Secrets Manager が、即時ローテーションが予定されていないシークレットのローテーションテ
ストに成功したときに生成されます。ローテーションの詳細は、「シークレットのローテーショ
ン (p. 110)」を参照してください。
TestRotationFailed
Secrets Manager が、即時ローテーションが予定されていないシークレットのローテーションテスト
を行い、失敗したときに生成されます。ローテーションの詳細は、「the section called “ローテーショ
ンのトラブルシューティング” (p. 126)」を参照してください。
UntagResource
UntagResource オペレーションによって生成。シークレットのタグ解除の詳細については、「the
section called “タグシークレット” (p. 69)」を参照してください。
UpdateSecret
UpdateSecret オペレーションによって生成。シークレットを更新する方法の詳細については、「the
section called “シークレットの変更” (p. 60)」を参照してください。
UpdateSecretVersionStage
UpdateSecretVersionStage オペレーションによって生成。バージョンステージの詳細については、
「the section called “バージョン” (p. 12)」を参照してください。
ValidateResourcePolicy
ValidateResourcePolicy オペレーションによって生成。許可の詳細については、「認証とアクセスコ
ントロール (p. 30)」を参照してください。

ログエントリの例
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "123456789012",
"invokedBy": "secretsmanager.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2022-09-13T02:17:48Z",
"eventSource": "secretsmanager.amazonaws.com",
"eventName": "RotationFailed",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "secretsmanager.amazonaws.com",
"userAgent": "secretsmanager.amazonaws.com",
"errorMessage": "Error when executing lambda arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:SecretsManagertest-alternating-users-rotation2 during
setSecret step",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"SecretId": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:MyDatabaseSecreta1b2c3"
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},
"requestID": "Rotation-arn:aws:secretsmanager:useast-2:123456789012:secret:MyDatabaseSecret-a1b2c3-eeb681b1-a07d-4aeb-9b61-1ee6590ec295",
"eventID": "EXAMPLE3-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}

Amazon CloudWatch による AWS Secrets Manager
のモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して、raw データを収集し、ほぼリアルタイムにメトリクスを、読み取り可
能に処理します。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスし、ウェブアプリケー
ションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、特定のしきい値を監視するアラームを設
定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。
Secrets Manager では、CloudWatch を使用して API のリクエストレートまたはアカウント内のシーク
レット数が特定のしきい値に達したときにアラートを警告できます。CloudWatch を使用して、Secrets
Manager の推定料金を監視することに使用できます。詳細については、「AWS 予想料金をモニタリング
する請求アラームの作成」を参照してください。
トピック
• Secrets Manager のメトリクスおよびディメンション (p. 166)
• Secrets Manager のメトリックスを監視するアラームを作成する (p. 167)
• Secrets Manager の イベント (p. 167)
• Amazon CloudWatch Synthetics canaries (p. 167)
• Amazon CloudWatch を使用して、削除予定の AWS Secrets Manager シークレットをモニタリングす
る (p. 167)

Secrets Manager のメトリクスおよびディメンション
AWS/SecretsManager 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ResourceCount

アカウントのシークレット数 (削除のマークが付いたシークレットを含む)。
メトリクスは 1 時間ごとに発行されます。
単位: カウント

Secrets Manager のメトリクスのディメンション。
ディメンション

説明

Service

リソースを含む AWS のサービスの名前。Secrets Manager の場合、
このディメンションの値は Secrets Manager です。

166

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
Secrets Manager のメトリック
スを監視するアラームを作成する

ディメンション

説明

Type

報告されるエンティティタイプ。Secrets Manager の場合、この
ディメンションの値は Resource です。

Resource

実行中のリソースタイプ。Secrets Manager の場合、このディメン
ションの値は SecretCount です。

Class

なし。

CloudWatch メトリックスを使用して監視できる Secrets Manager API リクエストに
は、GetSecretValue、DescribeSecret、ListSecrets などがあります。メトリクスを検索するに
は、CloudWatch コンソールですべてのメトリクスをクリックし、検索ボックスに検索語を入力します。
例: secrets。

Secrets Manager のメトリックスを監視するアラーム
を作成する
メトリックスの値が変化し、アラームの状態が変化したときに Amazon SNS メッセージを送信する
CloudWatch アラームを作成できます。アラームは、指定期間にわたって単一のメトリクスを監視し、指
定したしきい値に対応したメトリクスの値に基づいて、数期間にわたって アクションを実行します。ア
ラームは、持続している状態変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch のアラームは、
メトリクスが特定の状態にあるだけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、指定
した期間継続している必要があります。
詳細については、「Using Amazon CloudWatch alarms」(Amazon CloudWatch アラームを使用する) を参
照してください。

Secrets Manager の イベント
Secrets Managerは Amazon EventBridge と統合され、シークレットに影響する特定のイベントを通知しま
す。Amazon EventBridge を使用すると、Get* API コールを除いて発生するSecrets Manager イベントに
ついて通知することができます。EventBridge ルールは、E メールまたはテキストメッセージのサブスク
ライバーである Amazon SNS トピックに新しく与えられたイベントを送信できます。
詳細については、「イベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参照してください 。

Amazon CloudWatch Synthetics

canaries

Amazon CloudWatch Synthetics を使用して、スケジュールに沿って実行される設定可能なスクリプトであ
る Canary を作成し、エンドポイントと API をモニタリングできます。Canary は顧客と同じルートをたど
り、同じアクションを実行します。これにより、アプリケーションに顧客トラフィックがない場合でも、
顧客エクスペリエンスを継続的に検証できます。
Secrets Manager を統合する方法の例については、「Canary と他の AWS サービスとの統合」を参照して
ください。

Amazon CloudWatch を使用して、削除予定の AWS
Secrets Manager シークレットをモニタリングする
AWS CloudTrail、Amazon CloudWatch Logs、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の組み
合わせを使用すると、削除が保留されているシークレットにアクセスが試みられたときに、通知するア
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ラームを作成できます。アラームから通知を受け取ると、削除が本当に必要かどうかを時間をかけて判断
するために、シークレットの削除をキャンセルしなければならない場合があります。調査の結果、シーク
レットが実際にまだ必要であるため、シークレットが保存されたままになる可能性があります。または、
使用する新しいシークレットの詳細を使用して、ユーザーを更新する必要がある場合があります。
次の手順は、特定のエラーメッセージを生成する GetSecretValue オペレーションのリクエストが
CloudTrail ログファイルに書き込まれた場合に､通知を受け取る方法を説明します。他の API オペレーショ
ンは、アラームをトリガーせずにシークレットで実行できます。この CloudWatch アラームは、古い認証
情報を使用しているユーザーまたはアプリケーションを示す可能性のある使用を検出します。
これらの手順を開始する前に、AWS リージョン と、AWS Secrets Manager API リクエストをモニタリン
グするアカウントで、CloudTrail をオンにする必要があります。手順については、「AWS CloudTrail ユー
ザーガイド」の「Creating a trail for the first time」を参照してください。

ステップ 1: CloudTrail ログファイルの CloudWatch Logs への配
信を設定します。
CloudTrail ログファイルの CloudWatch Logs への配信を設定します。これにより、CloudWatch Logs は
削除が保留されているシークレットを取得する、Secrets Manager API リクエストをモニタリングできま
す。

CloudTrail ログファイルの CloudWatch Logs への配信を設定するには
1.

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

2.

上部のナビゲーションバーで、シークレットを監視する AWS リージョンを選択します。

3.

左のナビゲーションペインで [Trails](証跡) を選択し、CloudWatch 向けに設定する証跡の名前を選択
します。

4.

[Trails Configuration](証跡の設定) ページで、[CloudWatch Logs] のセクションまでスクロールダウン
し、編集アイコン (

) を選択します。

5.

[New or existing log group] (新規または既存のロググループ)にロググループの名前 (CloudTrail/
MyCloudWatchLogGroup) を入力します。

6.

[IAM role] (IAM ロール) には、CloudTrail_CloudWatchLogs_Role というデフォルトのロールを使用で
きます。このロールには、CloudTrail イベントをロググループに配信するために必要なアクセス許可
を持つ、デフォルトロールポリシーがあります。

7.

[Continue] (続行) を選択して設定を保存します。

8.

[AWS CloudTrail will deliver CloudTrail events associated with API activity in your account to your
CloudWatch Logs log group AWS CloudTrail] ( がアカウントでの API アクティビティに関連する
CloudTrail イベントを CloudWatch Logs のロググループに配信する) ページで、[Allow] (許可) を選択
します。

ステップ 2: CloudWatch アラームを作成する
Secrets Manager の GetSecretValue API オペレーションリクエストが、削除保留中のシークレットに
アクセスした場合に通知を受け取るには、CloudWatch アラームを作成し、通知を設定する必要がありま
す。

CloudWatch アラームを作成するには
1.

次の場所から CloudWatch コンソールにサインインします (https://console.aws.amazon.com/
cloudwatch/)。

2.

上部のナビゲーションバーで、シークレットを監視する AWS リージョンを選択します。

3.

左のナビゲーションペインで [Logs] (ログ) を選択します。
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4.
5.

[Log Groups] (ロググループ) のリストで、以前の手順で作成したロググループ (CloudTrail/
MyCloudWatchLogGroupなど) の横にあるチェックボックスを選択します。その後、[Create Metric
Filter] (メトリクスフィルタの作成) を選択します。
[Filter Pattern] (フィルタパターン) に、以下を入力するか貼り付けます。
{ $.eventName = "GetSecretValue" && $.errorMessage = "*secret because it was marked for
deletion*" }

[Assign Metric] (メトリクスの割り当て) を選択します。
6.

7.
8.

[Create Metric Filter and Assign a Metric] (メトリクスフィルタの作成とメトリクスの割り当て) ページ
で、次の操作を実行します。
a.

[Metric Namespace] (メトリクス名前空間) に「CloudTrailLogMetrics」と入力します。

b.

[Metric Name] (メトリクス名) に「AttemptsToAccessDeletedSecrets」と入力します。

c.

[Show advanced metric settings] (メトリクスの詳細設定の表示) を選択した後、必要に応じて
[Metric Value] (メトリクス値) に「1」と入力します。

d.

[Create Filter] (フィルタの作成) を選択します。

フィルタボックスで、[Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
[Create Alarm] (アラームの作成) ウィンドウで、以下の操作を行います。
a.

[Name] (名前) に、「AttemptsToAccessDeletedSecretsAlarm」と入力します。

b.

[Whenever:] (次の時:) の [is:] (が:) で [>=] を選択し、「1」と入力します。

c.

[Send notification to:] (通知の送信:) の横で、次のいずれかを実行します。

d.

• 新しい Amazon SNS トピックを作成し使用するには、[New list] (新しいリスト) を選択し、新
しいトピック名を入力します。[Email list:] (E メールリスト:) に、E メールアドレスを少なくと
も 1 つ入力します。カンマで区切って、複数の E メールアドレスを入力できます。
• 既存の Amazon SNS トピックを使用するには、使用するトピックの名前を選択します。リスト
が存在しない場合は、[Select list] (リストの選択) を選択します。
[Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

ステップ 3: CloudWatch アラームをテストする
アラームをテストするには、シークレットを作成し、それを削除用にスケジュールします。次に、シーク
レット値の取得を試みます｡ アラームで設定したアドレスに間もなく E メールが届きます。これは、削除
予定のシークレットの使用について警告します。
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AWS Secrets Manager のコンプライ
アンス検証
サードパーティーの監査員は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環として AWS Secrets
Manager のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、HIPAA な
どを含みます。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、AWS コンプライアン
スプログラムによる範囲のサービス を参照してください。一般的な情報については、「AWS コンプライ
アンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、にある AWS Artifact 内のレポートのダウンロードを参照してください。
Secrets Manager を使用する際のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライアンス目
標、適用法規や規則によって決まります。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用意して
います。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド – これらのデプロイガイドには、アーキテ
クチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスのためのアーキテクチャの設計ホワイトペーパー - このホ
ワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA に準拠しているアプリケーションを作成する方法を
説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で適用される場合があります。
• AWS Config では、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の
準拠状態が評価されます。詳しくは、the section called “シークレットのコンプライアンスを監査す
る” (p. 171) を参照してください。
• AWS Security Hub – この サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セキュ
リティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティス標準は、デプロイされたアカウントとリソースが
セキュリティのベストプラクティスから逸脱したことを検出する一連のコントロールです。セキュリ
ティー Hub ではシークレットマネージャーの一連のコントロールが提供されるため、ベストプラクティ
スから逸脱している領域を継続的に評価し、特定できます。詳細については、AWSの基本的なセキュリ
ティのベストプラクティス コントロールを参照してください。
• IAM アクセスアナライザー 、 は外部エンティティにシークレットへのアクセスを許可するポリシー (ポ
リシー内の条件ステートメントを含む) を分析します。詳細については、次を参照してください。アク
セスアナライザーを使用したアクセスのプレビュー。
• AWS Systems ManagerSecrets Managerの定義済みのランブックが用意されています。詳細について
は、シークレットマネージャーの、Systems Manager Automation ランブックリファレンスを参照して
ください。

170

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
シークレットのコンプライアンスを監査する

AWS Config を使用して、AWS Secrets Manager
シークレットのコンプライアンスを監査する
次を使用できます。AWS Configお客様の秘密を評価し、社内プラクティス、業界ガイドライン、および規
制に対する準拠状態を評価します。を使用して、シークレットに関する内部セキュリティおよびコンプラ
イアンス要件を定義します。AWS Configルール。その後AWS Configは、ルールに準拠していないシーク
レットを特定できます。また、シークレットメタデータ、ローテーション設定、シークレット暗号化に使
用される KMS キー、Lambda ローテーション関数、およびシークレットに関連付けられたタグの変更を追
跡することもできます。
Amazon SNS からシークレットの設定に関する通知を受け取ることができます。例えば、ローテーション
用に設定されていないシークレットのリストに関する Amazon SNS 通知を受信できます。これにより、
シークレットのローテーションに関するセキュリティのベストプラクティスの適用を徹底できます。
秘密が複数ある場合AWS アカウントそしてAWS リージョン組織では、その構成とコンプライアンスデー
タを集計できます。
AWS Config を使用したシークレットのモニタリングは、アジアパシフィック (ジャカルタ) を除くすべて
の AWS リージョン でサポートされています。

シークレットのルールを追加するには
•

「AWS Config マネージドルールの使用」の指示に従って、以下のいずれかのルールを選択します。
•

secretsmanager-rotation-enabled-check — Secrets Manager に保存されているシーク
レットに対してローテーションが設定されているかどうかを確認します。

•

secretsmanager-scheduled-rotation-success-check — シークレットが正常にロー
テーションされたかどうかを確認します。また、AWS Config は最後にローテーションした日付
が設定済みのローテーション頻度内にあるかどうかを確認します。

•

secretsmanager-secret-periodic-rotation — 指定した日数内にシークレットがロー
テーションされたかどうかを確認します。

•

secretsmanager-secret-unused — 指定した日数内にシークレットがアクセスされたかどう
かを確認します。

•

secretsmanager-using-cmk — シークレットが、AWS マネージドキー aws/
secretsmanager または AWS KMS で作成したカスタマーマネージド型キーを使用して暗号化
されているかどうかを確認します。

ルールを保存すると、シークレットのメタデータが変更されるたびに、AWS Config によってシークレッ
トが評価されます。変更を通知するように AWS Config を設定することができます。詳細については、
「AWS Config から Amazon SNS トピックに送信される通知」を参照してください。

からのシークレットの集約AWS アカウントそして
AWS リージョン
組織内のすべてのアカウントとリージョンのシークレットの設定を確認するように AWS Config のマルチ
アカウントマルチリージョンのデータ集約を設定し、シークレットの設定を確認して、シークレット管理
のベストプラクティスと比較することができます。
アグリゲーターを作成する前に、すべてのアカウントとリージョンのシークレットに固有の AWS Config
と AWS Config マネージド ルールを有効にする必要があります。詳細については、CloudFormation
StackSets を利用した複数の AWS アカウント やリージョンを横断したリソース展開を参照してくださ
い。
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AWS Config アグリゲータの詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「マルチアカウント
マルチリージョンのデータ集約」および「コンソールを使用したアグリゲータのセットアップ」を参照し
てください。
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AWS Secrets Manager シークレット
を使用する AWS サービス
多くの AWS のサービスは、Secrets Manager を使用してシークレットを保存します。一部のサービスで
は、シークレットを作成します。他のサービスでは、サービスがユーザーに代わってシークレットを作成
します。
Secrets Manager と統合する AWS のサービス:
• Alexa for Business の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 174)
• AWS App2Container の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 174)
• Amazon AppFlow の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 174)
• AWS AppSync で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 175)
• Amazon Athena の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 175)
• AWS CodeBuild で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 175)
• Amazon CodeGuru Reviewer を使って、コードの中の保護されていないシークレットを見つけ
る (p. 175)
• AWS Direct Connect で AWS Secrets Manager を使用する方法 (p. 176)
• AWS Directory Service で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 176)
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 176)
• AWS Elemental Live の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 176)
• AWS Elemental MediaConnect の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 177)
• AWS Elemental MediaConvert の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 177)
• AWS Elemental MediaPackage の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 177)
• AWS Elemental MediaTailor の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 177)
• Amazon EMR の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 177)
• Amazon EventBridge の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 178)
• Amazon FSx の AWS Secrets Manager シークレット使用方法 (p. 178)
• AWS Glue DataBrew で AWS Secrets Manager を使用する方法 (p. 178)
• AWS Glue Studio の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 179)
• AWS IoT SiteWise で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 179)
• Amazon Kendra の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 179)
• AWS Launch Wizard で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 179)
• Amazon Lookout for Metrics の使用方法 (p. 179)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafkaの AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 180)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflowの AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 180)
• AWS Migration Hub で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 180)
• AWS OpsWorks for Chef Automate で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 180)
• Amazon QuickSight による AWS Secrets Manager の使用方法 (p. 181)
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• Amazon RDSが AWS Secrets Manager を使用する方法 (p. 181)
• Amazon Redshift で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 181)
• Amazon Redshift クエリエディタ v2 による AWS Secrets Manager の使用方法 (p. 182)
• Amazon SageMaker の AWS Secrets Manager 使用方法 (p. 182)
• AWS Toolkit for JetBrains で AWS Secrets Manager を利用する方法 (p. 182)
• AWS Transfer Family の AWS Secrets Manager シークレット使用方法 (p. 183)
• 他の AWS のサービスによって管理される AWS Secrets Manager のシークレット (p. 183)

Alexa for Business の AWS Secrets Manager 使用
方法
Alexa for Business を使用すると、組織内で簡単に Alexa を使用できます。Alexa for Business で
は、Alexa デバイスの管理、ユーザーの登録、スキルの割り当てを大規模で行う上で必要なツールが用意
されています。
ネットワーク構成の作成および管理プロセスを簡素化するために、ネットワークプロファイルを定義でき
ます。ネットワークプロファイルはデバイスに関連付けられ、SSID、ネットワークセキュリティタイプ、
ネットワーククレデンシャル、および説明などのネットワーク構成設定で構成されます。
パスワードベースの Wi-Fi ネットワークのネットワークプロファイルを作成すると、Alexa for Business は
パスワードを Secrets Manager に保存します。詳細については、「Manage network プロファイル」を参
照してください。

AWS App2Container の AWS Secrets Manager 使
用方法
AWS App2Container（A2C）は、オンプレミスのデータセンターまたは仮想マシンで実行されるアプリ
ケーションを持ち上げてシフトし、Amazon ECS、Amazon EKS、または AWS App Runner によって管理
されるコンテナで実行できるようにするためのコマンドラインツールです。
App2Container は Secrets Manager を使用して、リモートコマンドを実行するためにワーカーマシンをア
プリケーションサーバーに接続するための資格を管理します。詳細については、「AWS App2Container
シークレットを管理する」を参照してください。

Amazon AppFlow の AWS Secrets Manager 使用方
法
Amazon AppFlow は、Salesforce や、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) および Amazon
Redshift などの AWS サービスの様な、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）アプリケーション間で安
全にデータを交換できるフルマネージド型の統合サービスです。
Amazon AppFlow では、SaaS アプリケーションをソースまたはデスティネーションとして設定すると、
接続が作成されます。これには、認証トークン、ユーザー名、およびパスワードなど、SaaS アプリケー
ションへの接続に必要な情報が含まれます。Amazon AppFlow は、プレフィックス appflow の Secrets
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Manager シークレットに接続データを保存します。シークレットを保存する費用は、Amazon AppFlow の
料金に含まれています。詳細については、「Amazon AppFlow におけるデータ保護」を参照してくださ
い。

AWS AppSync で AWS Secrets Manager を利用す
る方法
AWS AppSync は、Amazon DynamoDB、AWS Lambda 、および HTTP APIを含む複数のソースからの
データを組み合わせて、アプリケーション開発者に堅牢でスケーラブルな GraphQL インターフェイスを
提供します。
AWS AppSync では、シークレット内の認証情報を使用して、CLI コマンド rds execute-statement
を Amazon RDS に接続します。詳細については、「Aurora サーバーレスの Tutorial」を参照してくださ
い。

Amazon Athena の AWS Secrets Manager 使用方法
Amazon Athena は、標準的な SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータ
を直接分析することを容易にする、インタラクティブなクエリサービスです。
Amazon Athena データソースコネクタは、Secrets Manager シークレットと Athena フェデレーションク
エリ機能を使用して、データをクエリできます。詳細については、「Amazon Athena 横串検索の使用」を
参照してください。

AWS CodeBuild で AWS Secrets Manager を利用
する方法
AWS CodeBuild はクラウドで動作する、フルマネージド型のビルドサービスです。CodeBuild はソース
コードをコンパイルし、単体テストを実行して、すぐにデプロイできるアーティファクトを生成します。
Secrets Manager を使用して、プライベートレジストリの認証情報を保存できます。詳細については、
「 CodeBuild用の AWS Secrets Manager を使用したプライベートレジストリのサンプル」を参照してくだ
さい。

Amazon CodeGuru Reviewer を使って、コードの
中の保護されていないシークレットを見つける
Amazon CodeGuru Reviewer は、プログラム解析と機械学習により、開発者が見つけにくい潜在的な不具
合を検出し、Java や Python のコードの改善案を提示するサービスです。CodeGuru Reviewer は Secrets
Manager と統合し、コードにある保護されていないシークレットを見つけます。検出できるシークレット
の種類については、「CodeGuru Reviewer で検出されるシークレットの種類」をご覧ください。
ハードコードされたシークレットを見つけたら、それを置き換えるためにアクションを起こします。
• the section called “ハードコードされたデータベース認証情報の置き換え ” (p. 16)
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• the section called “ハードコードされたシークレットを置き換える ” (p. 13)

AWS Direct Connect で AWS Secrets Manager を
使用する方法
AWS Direct Connect は、お客様の内部ネットワークを AWS Direct Connect ロケーションに、標準のイー
サネット光ファイバケーブルを介して接続するサービスです。この接続により、パブリックの AWS の
サービスへの仮想インターフェイスを直接作成できます。
AWS Direct Connect は、接続性関連付けキー名と接続性関連付けキーペア (CKN/CAK ペア) をプレフィッ
クス directconnect のシークレットに格納します。シークレットの料金は AWS Direct Connect の料
金に含まれています。シークレットを更新するには、Secrets Manager ではなく AWS Direct Connect を
使用する必要があります。詳細については、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「Associate a
MACsec CKN/CAK with a LAG 」(MACsec CKN/CAK を LAG に関連付ける) を参照してください。

AWS Directory Service で AWS Secrets Manager
を利用する方法
AWS Directory Service は、Microsoft Active Directory (AD) を AWS の他のサービスと併用するための方法
をいくつか提供します。認証情報にシークレットを使用して、Amazon EC2 インスタンスをディレクトリ
に参加させることができます。
• Linux EC2 インスタンスを AWS Managed Microsoft AD ディレクトリにシームレスに結合する
• Linux EC2 インスタンスを AD Connector ディレクトリにシームレスに結合する
• LinuxEC2スタンスを Simple AD ディレクトリにシームレスに結合する

Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)の AWS
Secrets Manager 使用方法
Amazon DocumentDB の場合、ユーザーはクラスターへの認証にパスワードを接続します。AWS Secrets
Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager
への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。詳細については、
「the section called “データベースシークレットを作成する” (p. 54)」と「Amazon DocumentDB 使用者の
管理」を参照してください。

AWS Elemental Live の AWS Secrets Manager 使用
方法
AWS Elemental Live はリアルタイムの動画サービスで、ブロードキャストおよびストリーミング配信用の
ライブ出力を簡単に作成できます。
AWS Elemental Live はシークレット ARN を使用して、Secrets Manager から暗号化キーを含むシーク
レットを取得します。Elemental Live は、暗号化キーを使用してビデオを暗号化/復号化します。詳細につ
いては、「AWS Elemental Live から MediaConnect への配信がランタイムにどのように機能するか」を参
照してください。
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AWS Elemental MediaConnect の AWS Secrets
Manager 使用方法
AWS Elemental MediaConnectは、ブロードキャスターとその他のプレミアムビデオプロバイダーが、信
頼性に優れた方法でライブビデオを AWS クラウド に取り込み、それを AWS クラウド 内外の複数の宛先
に配信できるサービスです。
静的キー暗号化を使用してソース、出力、およびエンタイトルメントを保護し、暗号化キーを AWS
Secrets Manager に蓄積します。詳細については、「AWS Elemental MediaConnect での静的キーの暗号
化」を参照してください。

AWS Elemental MediaConvert の AWS Secrets
Manager 使用方法
AWS Elemental MediaConvert は、ファイルベースのビデオ処理サービスで、コンテンツオーナーやディ
ストリビューターは、所有するメディアライブラリのサイズに関係なく、スケーラブルにビデオ処理を行
うことができます。MediaConvert を使用して Kantar のウォーターマークをエンコードするには、Kantar
の認証情報をSecrets Managerで保存してください。詳細については、「AWS Elemental MediaConvert 出
力にオーディオウォーターマークを使用する」を参照してください。

AWS Elemental MediaPackage の AWS Secrets
Manager 使用方法
AWS Elemental MediaPackage は、AWS クラウド で実行されるジャストインタイム動画パッケージング
および配信サービスです。MediaPackage を使用すると、安全性、スケーラビリティ、および信頼性に優
れたビデオストリームをさまざまな再生デバイスおよびコンテンツ配信ネットワーク (CDN) に配信できま
す。詳細については、「Secrets Manager に対する CDN 認証とアクセスコントロール」を参照してくださ
い。

AWS Elemental MediaTailor の AWS Secrets
Manager 使用方法
AWS Elemental MediaTailor は、AWS クラウド で実行されるスケーラブルな広告挿入およびチャネルアセ
ンブリのサービスです。
MediaTailor は、Secrets Manager アクセストークン認証を元の位置にサポートします。Secrets Manager
アクセストークン認証では、MediaTailor はSecrets Manager シークレットを使用して、出所のリクエスト
を認証します。詳細については、「AWS Secrets Manager トークンの認証とアクセスコントロール」を参
照してください。

Amazon EMR の AWS Secrets Manager 使用方法
Amazon EMR は、AWS でビッグデータフレームワーク (Apache Hadoop や Apache Spark など) の実行を
簡素化して、ビッグデータを処理および分析するマネージドクラスタープラットフォームです。これらの
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フレームワークおよび関連するオープンソースプロジェクト (Apache Hive やおよび Apache Pig など) 、
分析目的用のデータおよびビジネスインテリジェンスワークロードを処理できます。さらに、Amazon
EMR を使用して、大量のデータを変換し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon
DynamoDB などの他の AWS データストアやデータベースにデータを出し入れすることができます。
Secrets Manager を使用して、Git ベースのプライベートレジストリの認証情報を保存できます。詳細は、
「Git ベースのリポジトリを Amazon EMR に追加する」を参照してください。

Amazon EventBridge の AWS Secrets Manager 使
用方法
Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用でき
るサーバーレスのイベントバスサービスです。
EventBridge の API の送信先は、EventBridge ルールのターゲットとして呼び出すことができる HTTP
エンドポイントです。API の送信先を作成すると、EventBridge は、プレフィックス events の Secrets
Manager シークレットにその接続を保存します。シークレットを保存する費用は、API 送信先を使用する
料金に含まれています。シークレットを更新するには、Secrets Manager ではなく EventBridge を使用す
る必要があります。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「API 送信先」を参照し
てください。

Amazon FSx の AWS Secrets Manager シークレッ
ト使用方法
Amazon FSx for Windows File Server は、フルマネージドの Microsoft Windows ファイルサーバーで、完
全にネイティブの Windows ファイルシステムでバックアップされています。ファイル共有を作成または
管理するときに、AWS Secrets Manager シークレットから認証情報を渡すことができます。詳細について
は、「ファイル共有」および「ファイル共有設定を Amazon FSx へ移行」を参照してください。

AWS Glue DataBrew で AWS Secrets Manager を
使用する方法
AWS Glue DataBrew は、コードを記述せずにデータを消去して正規化するために使用できるビジュアル
データ準備ツールです。DataRew では、一連のデータ変換ステップを recipe と呼びます。DataBrew で
は、データセット内の個人を特定できる情報 (PII) の変換を実行するための以下の recipe ステップが用意
されています。これは、Secrets Manager シークレットに保存されている暗号化キーを使用します。
• DETERMINISTIC_DECRYPT
• DETERMINISTIC_ENCRYPT
• CRYPTOGRAPHIC_HASH
DataBrew のデフォルトシークレットを使用して暗号化キーを保存する場合、DataBrew はプレフィックス
databrew のシークレットを作成します。シークレットを保存する費用は、DataBrew を使用する料金に
含まれています。
新しいシークレットを作成して暗号化キーを保存する場合、DataBrew はプレフィックス
AwsGlueDataBrew のシークレットを作成します。そのシークレットの料金が請求されます。
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AWS Glue Studio の AWS Secrets Manager 使用方
法
AWS Glue は AWS Glue での抽出、変換、およびロード（ETL）ジョブの作成、実行、およびモニタリ
ングを簡単にできるようにする新しいグラフィカルインターフェイスです。AWS Glue Glue Studio で
Elasticsearch Spark コネクタを設定することで、OpenSearch を抽出、変換、および読み込み（ETL）
ジョブのデータストアとして使用できます。OpenSearch クラスターに接続するには、Secrets Manager
のシークレットを使用します。詳細については、「AWS Glue Studio のセットアップ」を参照してくださ
い。

AWS IoT SiteWise で AWS Secrets Manager を利
用する方法
AWS IoT SiteWise は、産業用機器からデータを大規模に収集、モデル化、分析、視覚化することができる
マネージドサービスです。AWS IoT SiteWise コンソールを使用してゲートウェイを作成できます。そして
データソースは、ゲートウェイに接続されたローカルサーバーまたは産業機器です。ソースで認証が必要
な場合は、シークレットを使用して認証します。詳細については、「data source 認証を設定する」を参照
してください。

Amazon Kendra の AWS Secrets Manager 使用方
法
Amazon Kendra は、ユーザーが自然言語を使用して高度な検索アルゴリズムデータを検索できるようにす
る、高精度のインテリジェント検索サービスです。
データベースの認証情報を含むシークレットを指定して、データベースに保存されているドキュメント
にインデックスを作成することができます。詳細については、「Amazon Kendra ユーザーガイド」の
「Using a database data source」(データベースデータソースの使用) を参照してください。

AWS Launch Wizard で AWS Secrets Manager を
利用する方法
Active Directory の AWS Launch Wizard は、AWS クラウドアプリケーションのベストプラクティスを適用
して、新しい Active Directory インフラストラクチャのセットアップ、または既存のインフラストラクチャ
へのドメインコントローラの追加について、AWS クラウドまたはオンプレミスで案内するサービスです。
AWS Launch Wizardドメインコントローラーを Active Directory に参加するには、ドメイン管理者の資格
情報を Secrets Manager に追加する必要があります。詳細については、「Active Directory の AWS Launch
Wizard のセットアップ」を参照してください。

Amazon Lookout for Metrics の使用方法
Amazon Lookout for Metrics は、データ内の異常を検出し、その根本原因を特定し、迅速な対応を可能に
します。Amazon Redshift または Amazon RDS をLookout for Metrics ディテクタのデータソースとして
使用できます。データソースを設定するには、データベースパスワードを含むシークレットを使用しま
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す。詳細については、「Lookout for Metrics で Amazon SNS を使用する」および「Amazon Redshift with
Lookout for Metrics デベロッパーガイド」を参照してください。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafkaの
AWS Secrets Manager 使用方法
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) は、Apache Kafka を使ってストリーミ
ングデータを処理するアプリケーションの構築および実行を可能にする、フルマネージドサービスで
す。AWS Secrets Manager を使用して保存および保護されているユーザーネームとパスワードを使用し
て、Amazon MSK クラスターへのアクセスを制御できます。詳細については、「Username and password
authentication with AWS Secrets Manager」を参照してください。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflowの
AWS Secrets Manager 使用方法
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) は、Apache Airflow のマネージドオーケスト
レーションサービスです。これにより、クラウド内のエンドツーエンドのデータパイプラインを大規模に
セットアップして運用することが容易になります。
Apache Airflow 接続は、Secrets Manager シークレットを使用して設定できます。詳細については、
「Secrets Manager シークレットを使用した Apache Airflow 接続の設定」および「Apache エアフロー変
数の AWS Secrets Manager でのシークレットキーの使用」を参照してください。

AWS Migration Hub で AWS Secrets Manager を利
用する方法
複数の ツールおよびパートナーソリューション全体で移行タスクを追跡するための単一ロケーションを提
供するサービス。
AWS Migration Hub Orchestrator は、サーバーおよびエンタープライズアプリケーションの AWS への移
行を簡素化および自動化します。Migration Hub Orchestrator は、ソースサーバーへの接続情報にシーク
レットを使用します。詳細については、以下を参照してください。
• SAP NetWeaver アプリケーションを AWS に移行する
• Amazon EC2 上のアプリケーションのリホスト
Migration Hub 戦略の推奨事項は、アプリケーションの実行可能なトランスフォーメーションパスに関す
る移行およびモダナイゼーション戦略の推奨事項を提供します。戦略の推奨事項で、接続情報のシーク
レットを使用して SQL Server データベースを分析できます。詳細については、「戦略推奨データベース
分析」を参照してください。

AWS OpsWorks for Chef Automate で AWS Secrets
Manager を利用する方法
AWS OpsWorks は、Puppet または Chef を使用して、クラウドエンタープライズでアプリケーションを設
定および運用するための設定管理サービスです。
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AWS OpsWorks CM で新しいサーバーを作成すると、OpsWorks CM は、プレフィックス opsworkscm の Secrets Manager シークレットにサーバーの情報を保存します。シークレットの費用は AWS
OpsWorks の料金に含まれています。詳細については、「AWS OpsWorks ユーザーガイド」の
「Integration with AWS Secrets Manager」( との統合) を参照してください。

Amazon QuickSight による AWS Secrets Manager
の使用方法
Amazon QuickSight は、分析、データ視覚化、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネス
インテリジェンス (BI) サービスです。Amazon QuickSight ではさまざまなデータソースを使用できま
す。データベース認証情報を Secrets Manager シークレットに保存すると、Amazon QuickSight はその
シークレットを使用してデータベースに接続できます。詳細については、「Using AWS Secrets Manager
Secrets Manager secrets in place of database credentials in Amazon QuickSight」(Amazon QuickSight で
データベース認証情報の代わりに AWS シークレットを使用する) を参照してください。

Amazon RDSが AWS Secrets Manager を使用する
方法
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベースを
簡単にセットアップ、および運用し、スケーリングすることのできるウェブサービスです。
Amazon RDS のユーザー認証情報を管理するには、Secrets Manager シークレットを使用することをお勧
めします。詳細については、「the section called “データベースシークレットを作成する” (p. 54)」および
「Amazon RDS のセキュリティベストプラクティス」を参照してください。
Amazon RDS の Data API を呼び出すと、Secrets Manager を使用してデータベースの認証情報を渡すこ
とができます。詳細については、「Aurora サーバーレスの Data API の使用」を参照してください。
Amazon RDS クエリエディタを使用してデータベースに接続する場合、データベースの認証情報を
Secrets Manager に保存できます。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「クエリエディ
タの使用」を参照してください。

Amazon Redshift で AWS Secrets Manager を利用
する方法
Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサー
ビスです。Amazon Redshift のユーザー認証情報を管理するには、Secrets Manager のシークレットを使
用することをお勧めします。詳細については、「the section called “データベースシークレットを作成す
る” (p. 54)」および「AWS Secrets Manager へのデータベース認証情報の保存」を参照してください。
Amazon Redshift Data API を呼び出すと、Secrets Manager のシークレットを使用してクラスターの認証
情報を渡すことができます。詳細については、「Using the Amazon Redshift Data API」 (Amazon Redshift
Data API の使用) を参照してください。
Amazon Redshift クエリエディタを使用してデータベースに接続すると、Amazon Redshift は、プレ
フィックス redshiftqueryeditor の Secrets Manager シークレットに認証情報を保存できます。そ
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のシークレットの料金が請求されます。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クエリエ
ディタを使用してデータベースのクエリを実行する」を参照してください。
クエリエディタ v2 については、「the section called “Amazon Redshift クエリエディタ v2” (p. 182)」を
参照してください。

Amazon Redshift クエリエディタ v2 による AWS
Secrets Manager の使用方法
Amazon Redshift クエリエディタ v2 は、Amazon Redshift データウェアハウスでクエリを作成および実
行するために使用できるウェブベースの SQL クライアントアプリケーションです。クエリエディタ v2 を
使用してデータベースに接続すると、Amazon Redshift は、プレフィックス sqlworkbench の Secrets
Manager シークレットに認証情報を保存できます。シークレットを保存する費用は、Amazon Redshift の
使用料金に含まれています。シークレットを更新するには、Secrets Manager ではなく Amazon Redshift
を使用する必要があります。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クエリエディタ v2 の
使用」を参照してください。
以前のクエリエディタについては、「the section called “Amazon Redshift” (p. 181)」を参照してくださ
い。

Amazon SageMaker の AWS Secrets Manager 使用
方法
SageMaker は、フルマネージド型の機械学習サービスです。SageMaker では、データサイエンティスト
やデベロッパーが迅速かつ簡単に機械学習モデルの構築とトレーニングを行うことができ、それらを稼
働準備が整ったホストされている環境に直接デプロイできます。統合された Jupyter オーサリングノート
ブックインスタンスから、調査および分析用のデータソースに簡単にアクセスできるため、サーバーを管
理する必要がありません。
Jupyter notebook インスタンスを Git リポジトリに関連付けると、ノートブックインスタンスを停止ま
たは削除しても持続するソース管理環境にノートブックを保存できます。Secrets Manager を使用し
て、プライベートリポジトリの認証情報を管理できます。詳細については、「Git リポジトリを Amazon
SageMaker ノートブックインスタンスに関連付ける」を参照してください。
Databricks からデータをインポートするために、Data Wrangler は JDBC URL をSecrets Manager に保存
します。詳細については、「Databricks (JDBC) からデータをインポートする」を参照してください。
Snowflake からデータをインポートするために、Data Wrangler は Secrets Manager のシークレットに資
格情報を格納します。詳細については、「Snowflake からデータをインポートする」を参照してくださ
い。

AWS Toolkit for JetBrains で AWS Secrets Manager
を利用する方法
AWS Toolkit for JetBrains は、 JetBrainsからの統合開発環境 (IDE) 用のオープンソースプラグインです。
このツールキットにより、開発者は AWS を使用するサーバーレスアプリケーションの開発、デバッグ、
およびデプロイが簡単になります。ツールキットを使用して Amazon Redshift クラスターに接続する場
合、Secrets Manager シークレット を使用して認証できます。詳細については、「Amazon Redshift クラ
スターにアクセスする」を参照してください。
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AWS Transfer Family の AWS Secrets Manager
シークレット使用方法
AWS Transfer Family は、AWS ストレージサービスとの間でファイルを送受信できる安全な転送サービス
です。
Transfer Family ユーザーを認証するには、AWS Secrets Manager ID プロバイダーとして。詳しくは、
「外部 ID プロバイダーと働く」を参照してください。

他の AWS のサービスによって管理される AWS
Secrets Manager のシークレット
ユーザーに代わって AWS Secrets Manager のシークレットを保存する一部の AWS のサービスでは、復旧
期間なしでシークレットを更新または削除することを制限しています。これらのシークレットは、通常、
そのシークレットがどのサービスによって作成されたかを示すサービス ID プレフィックスを使用して名前
が付けられます。詳細については、次を参照してください:
サービス ID

詳細情報

appflow

the section called “Amazon AppFlow” (p. 174)

databrew

the section called “AWS Glue DataBrew” (p. 178)

directconnect

the section called “AWS Direct Connect” (p. 176)

events

the section called “Amazon EventBridge” (p. 178)

opsworks-cm

the section called “AWS OpsWorks for Chef Automate” (p. 180)

sqlworkbench

the section called “Amazon Redshift クエリエディタ v2” (p. 182)

他の AWS のサービスによって管理されているシークレットを検索するには
•

次のいずれかを実行します。
•
Secrets Manager コンソールの検索ボックスで、[Tag key] (タグキー) を選択してか
ら、aws:secretsmanager:owningService と入力します。
•
•

シークレットのリストに管理サービスを表示するには、設定(
ボックスで、[Managed by] をオンにします。
AWS CLI で、次のコマンドを入力します。

) を選択し、次に設定ダイアログ

aws secretsmanager list-secrets --filter Key="tagkey",Values="aws:secretsmanager:owningService"

Secrets Manager と統合される他のサービスについては、「Secrets Manager シークレットを使用する
サービス (p. 173)」を参照してください。
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AWS Secrets Manager でのセキュリ
ティ
AWS では、セキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する組織の要件
を満たすよう構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用できます。
お客様と AWS では、セキュリティの責任を共有します。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 サービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は安全に使用できるサービスを提供します。サードパー
ティーの監査人は、AWS コンプライアンスプログラム の一環として、セキュリティの有効性を定期的
にテストおよび検証します。AWS Secrets Manager に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細
については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してくださ
い。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、お客様の AWS のサービスによって決まります。また、
ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も担い
ます。
その他のリソースについては、セキュリティの柱 - AWS Well-Architected フレームワークを参照してくだ
さい。
トピック
• AWS CLI を使用して AWS Secrets Manager のシークレットを保存する際のリスクを軽減す
る (p. 184)
• AWS Secrets Manager でのデータ保護 (p. 186)
• AWS Secrets Manager のシークレット暗号化と復号 (p. 188)
• AWS Secrets Manager でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 195)
• AWS Secrets Manager での回復性 (p. 195)

AWS CLI を使用して AWS Secrets Manager のシー
クレットを保存する際のリスクを軽減する
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS オペレーション呼び出す場合は、それら
のコマンドをコマンドシェルに入力します。たとえば、Windows コマンドプロンプトや Windows
PowerShell、または Bash や Z シェルなどを使用できます。これらのコマンドシェルの多くには、生産
性を向上させるために設計された機能が含まれています。ただし、この機能はシークレットを侵害するた
めに使用される可能性があります。たとえば、ほとんどのシェルでは、上矢印キーを使用して、最後に入
力されたコマンドを表示できます。コマンド履歴機能は、セキュリティ保護されていないセッションにア
クセスされた場合に、悪用される可能性があります。また、バックグラウンドで動作する他のユーティリ
ティは、タスクをより効率的に実行できるようにする目的でコマンドパラメータにアクセスできます。こ
のようなリスクを軽減するには、次の手順を実行します。
• コンソールから離れるときは、常にコンピュータをロックします。
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• 要らないまたは使用しなくなったコンソールユーティリティをアンインストールするか無効にします。
• シェルまたはリモートアクセスプログラムを使用している場合は、入力したコマンドのログを記録しな
いようにします｡
• シェルのコマンド履歴によってキャプチャされないようにパラメータを渡す方法を使用します。次の例
は、シークレットテキストをテキストファイルに入力し、AWS Secrets Manager コマンドに渡してすぐ
にそのファイルを破棄する方法を示しています。これは、典型的なシェル履歴がシークレットテキスト
をキャプチャしないことを意味します。
次の例は、典型的な Linux コマンドを示しています (シェルには多少異なるコマンドが必要な場合があり
ます)。
$ touch secret.txt
# Creates an empty text file
$ chmod go-rx secret.txt
# Restricts access to the file to only the user
$ cat > secret.txt
# Redirects standard input (STDIN) to the text file
ThisIsMyTopSecretPassword^D
# Everything the user types from this point up to the CTRL-D (^D) is saved in the
file
$ aws secretsmanager create-secret --name TestSecret --secret-string file://secret.txt
# The Secrets Manager command takes the --secret-string parameter from the contents
of the file
$ shred -u secret.txt
# The file is destroyed so it can no longer be accessed.

これらのコマンドを実行した後、上下の矢印を使用してコマンド履歴をスクロールし、シークレットテキ
ストがどの行にも表示されないようにする必要があります。

Important
デフォルトでは、コマンドヒストリバッファのサイズを最初に [1] に減らさないかぎ
り、Windows で同様のテクニックを実行することはできません。

Windows コマンドプロンプトで 1 コマンドのコマンド履歴バッファのみを使用するように設定す
るには
1.

管理者コマンドプロンプトを開きます ([Run as administrator (管理者として実行)])。

2.

左上にあるアイコンを選択し、[プロパティ] を選択します。

3.

[オプション] タブで､[バッファサイズ] と [Number of Buffers (バッファ数)] の両方を 1 に設定し、[OK]
を選択します。

4.

履歴に入れたくないコマンドを入力する必要がある場合は、直後に次のようなコマンドを 1 つ続けま
す。
echo.

これにより、機密性の高いコマンドがフラッシュされます。
Windows Command Prompt シェルでは､SysInternals SDelete ツールをダウンロードして、次のようなコ
マンドを使用することができます。
C:\> echo. 2> secret.txt
# Creates an empty file
C:\> icacls secret.txt /remove "BUILTIN\Administrators" "NT AUTHORITY/SYSTEM" /
inheritance:r
# Restricts access to the file to only the owner
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C:\> copy con secret.txt /y
# Redirects the keyboard to text file, suppressing prompt to overwrite
THIS IS MY TOP SECRET PASSWORD^Z
# Everything the user types from this point up to the CTRL-Z (^Z) is saved in the file
C:\> aws secretsmanager create-secret --name TestSecret --secret-string file://secret.txt
# The Secrets Manager command takes the --secret-string parameter from the contents of
the file
C:\> sdelete secret.txt
# The file is destroyed so it can no longer be accessed.

AWS Secrets Manager でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Secrets 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。お客様は、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 Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウント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許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• 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 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人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ースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど
の自由形式の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 を使用して Secrets Manager または他の AWS のサービスを操作する場合も同様です。
タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を
URL に含めないことを強くお勧めします。

保管中の暗号化
Secrets Manager は AWS Key Management Service (AWS KMS) を介して暗号化を使用し、保管中のデー
タの機密性を保護します。AWS KMS には、多くの AWS のサービスが使用するキーストレージおよび暗
号化サービスが用意されています。Secrets Manager のシークレットはすべて、一意のデータキーで暗号
化されます。各データキーは、KMS キーで保護されます。Secrets Manager AWS マネージドキーでアカ
ウントにデフォルトの暗号化を使用することも、AWS KMS で独自のカスタマー管理キーを作成すること
もできます。カスタマー管理キーを使用すると、KMS キーアクティビティの認証をきめ細かく制御できま
す。詳細については、「the section called “シークレット暗号化と復号” (p. 188)」を参照してください。
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転送中の暗号化
Secrets Manager は、転送中のデータを暗号化するための安全なプライベートエンドポイントを提供しま
す。安全なプライベートエンドポイントにより、AWS では、Secrets Manager への API リクエストの整合
性を保護できます。AWS では、X.509 証明書や Secrets Manager シークレットアクセスキーを使用して、
発信者が API コールに署名する必要があります。この要件は、署名バージョン 4 署名プロセス (Sigv4) に
記載されています。
AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはいずれかのAWS SDK を使用して AWS を呼び出す場合
は、アクセスキーを設定します。その後、これらのツールは自動的にアクセスキーを使用してリクエスト
に署名します。

ポスト量子 TLS
Secrets Manager は、Transport Layer Security (TLS) ネットワーク暗号化プロトコル用のハイブリッドポ
スト量子キー交換オプションをサポートします。この TLS オプションは、Secrets Manager API エンドポ
イントに接続するときに使用できます。この機能はポスト量子アルゴリズムが標準化される前に提供され
ているため、これらのキー交換プロトコルの Secrets Manager コールへの影響のテストを開始できます。
これらのオプションのハイブリッドポスト量子キー交換機能は、現在使用している TLS 暗号化と同等以上
に安全であり、セキュリティ上のさらなる利点をもたらす可能性があります。ただし、現在使用されてい
る従来のキー交換プロトコルと比較して、レイテンシーとスループットに影響します。
潜在的な将来の攻撃から現在暗号化されたデータを保護するために、AWS は量子耐性またはポスト量子ア
ルゴリズムを開発する暗号化コミュニティに参加しています。Secrets Manager エンドポイントにハイブ
リッドポスト量子キー交換暗号スイートを実装しました。これらのハイブリッド暗号スイートは、従来の
要素とポスト量子要素を組み合わせたもので、これにより TLS 接続が少なくとも従来の暗号スイートと同
じくらい強力になります。ただし、ハイブリッド暗号スイートのパフォーマンス特性と帯域幅要件は従来
のキー交換メカニズムのものとは異なるため、API コールでテストすることをお勧めします。
ハイブリッドポスト量子 TLS の使用の詳細については、次を参照してください。
• Introducing AWS Common Runtime HTTP Client in the AWS SDK for Java 2.x ( SDK for Java 2.x での 共
通ランタイム HTTP クライアントのご紹介)
• 「AWS SDK for Java 2.x 開発者ガイド」と「AWS SDK for Java 2.x released」( がリリースされました)
のブログ記事。
• 「Introducing s2n-tls, a New Open Source TLS Implementation」(新しいオープンソース TLS 実装の の
ご紹介) および「Using s2n-tls」( の使用)。
• 米国国立標準技術研究所 (NIST) のポスト量子暗号。
• Hybrid Post-Quantum Key Encapsulation Methods (PQ KEM) for Transport Layer Security 1.2 (TLS)
(Transport Layer Security 1.2 (TLS) 用のハイブリッド Post-Quantum Key Encapsulation Methods (PQ
KEM))。
Secrets Manager のポスト量子 TLS は、AWS GovCloud (US) および中国を除くすべての AWS リージョ
ン で利用できます。

暗号化キーの管理
Secrets Manager が保護されたシークレットデータの新しいバージョンを暗号化する必要がある場
合、Secrets Manager は AWS KMS にリクエストを送信し、KMS キーから新しいデータキーを生成しま
す。Secrets Manager は、このデータキーをエンベロープ暗号化に使用します。Secrets Manager は、暗
号化されたシークレットを使用して、暗号化されたデータキーを保存します。シークレットを復号する必
要がある場合、Secrets Manager は AWS KMS にデータキーを復号するよう求めます。Secrets Manager
は、復号されたデータキーを使用して、暗号化されたシークレットを復号します。Secrets Manager で
は、データキーは暗号化されていない形式で保存されることはなく、キーはメモリから速やかに削除され
ます。詳細については、「the section called “シークレット暗号化と復号” (p. 188)」を参照してくださ
い。
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ネットワーク間トラフィックのプライバシー
AWS には、既知のネットワークルートとプライベートネットワークルートを経由してトラフィックをルー
ティングする際にプライバシーを維持するためのオプションが用意されています。

サービスとオンプレミスのクライアントおよびアプリケーション
との間のトラフィック
プライベートネットワークと AWS Secrets Manager との間には 2 つの接続オプションがあります
• AWS Site-to-Site VPN 接続。詳細については、「AWS Site-to-Site VPN とは」を参照してください。
• AWS Direct Connect 接続。詳細については、「AWS Direct Connect とは」を参照してください。

同じリージョン内の AWS リソース間のトラフィック
AWS で Secrets Manager と API クライアント間のトラフィックを保護する場合、AWS PrivateLink を設
定して、Secrets Manager API エンドポイントにプライベートにアクセスするようにします。

AWS Secrets Manager のシークレット暗号化と復
号
Secrets Manager は、エンベロープ暗号化をAWS KMS キーおよびデータキーとして使用して各シーク
レット値を保護します。シークレット内のシークレット値が変更されるたびに、Secrets Manager はそれ
を保護するための新しいデータキーを生成します。データキーは、KMS キーの下で暗号化され、シーク
レットのメタデータに保存されます。シークレットを復号するには、Secrets Manager はまず、AWS KMS
の KMS キーを使用して、暗号化されたデータキーを復号します。
Secrets Manager は、シークレット値を直接暗号化するとき、KMS キーを使用しません。代わりに、KMS
キーを使用して 256 ビット Advanced Encryption Standard (AES) 対称型データキーを生成し、このデータ
キーを使用してシークレット値を暗号化します。Secrets Manager は、プレーンテキストのデータキーを
使用して AWS KMS の外部でシークレット値を暗号化し、その後、これをメモリから削除します。また、
データキーの暗号化されたコピーを、シークレットのメタデータに保存します。
シークレットを作成するときは、AWS アカウント およびリージョンにある任意の対称型顧客管理キーを
選択するか、または Secrets Manager 用の AWS マネージドキー (aws/secretsmanager) を使用しま
す。コンソールで暗号化キーのデフォルト値を選択すると、Secrets Manager がAWS マネージドキー と
aws/secretsmanager を作成します。まだ存在しない場合は、それをシークレットに関連付けます。ア
カウントの各シークレットに、同じ KMS キーまたは異なる KMS キーを使用できます。Secrets Manager
は、対称型 暗号化KMS キーのみをサポートします。
コンソールまたは AWS CLI、もしくは AWS SDKにあるシークレットの暗号化キーは、UpdateSecret
を使って変更します。暗号化キーを変更すると、Secrets Manager は、ステージングラベル
AWSCURRENT、AWSPENDING、AWSPREVIOUS を持つシークレットのバージョンを新しい暗号化キーで再
暗号化します。シークレット値が変更されると、Secrets Manager はそれも新しいキーで暗号化します。
シークレットを取得すると、古いキーまたは新しいキーを使用してシークレットを復号できます。
シークレットに関連付けられている KMS キーを検索するには、コンソールにシークレットを表示す
るか、ListSecrets または DescribeSecret を呼び出します。シークレットが Secrets Manager (aws/
secretsmanager) の AWS マネージドキー に関連付けられているとき、これらのオペレーションは KMS
キーの ID を返しません。
トピック
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• プロセスの暗号化と復号 (p. 189)
•
•
•
•

Secrets Manager による KMS キーの使用方法 (p. 189)
KMS キーのアクセス許可 (p. 190)
Secrets Manager の暗号化コンテキスト (p. 191)
Secrets Manager の AWS KMS との対話のモニタリング (p. 193)

プロセスの暗号化と復号
シークレットのシークレット値を暗号化するには、Secrets Manager は次のプロセスを使用します。
1. Secrets Manager は、シークレットの KMS キーの ID と、256 ビット AES 対称キーのリクエストを使
用して、AWS KMSGenerateDataKey オペレーションを呼び出します。AWS KMS は、プレーンテキス
トのデータキーと、KMS キーで暗号化されたそのデータキーのコピーを返します。
2. Secrets Manager は、プレーンテキストデータキーと高度暗号化標準 (AES) アルゴリズムを使用し
て、AWS KMS の外部でシークレット値を暗号化します。次に、使用後可能な限り早く、メモリからプ
レーンテキストキーが削除されます。
3. Secrets Manager は、暗号化されたデータキーをシークレットのメタデータに保存するので、シーク
レット値を復号化できます。ただし、Secrets Manager API のいずれも、暗号化されたシークレットま
たは暗号化されたデータキーを返しません。
暗号化されたシークレット値を復号するには:
1. Secrets Manager は、AWS KMSDecrypt オペレーションを呼び出し、暗号化されたデータキーを渡しま
す。
2. AWS KMS はシークレットの KMS キーを使ってデータキーを復号します。プレーンテキストのデータ
キーを返します。
3. Secrets Manager は、プレーンテキストのデータキーを使用してシークレット値を復号化します。次
に、可能な限り早く、メモリからデータキーが削除されます。

Secrets Manager による KMS キーの使用方法
Secrets Manager は、シークレットに関連付けられている KMS キーを使用して各シークレット値のデータ
キーを生成します。また、暗号化されたシークレット値を復号する必要があるときも、Secrets Manager
は KMS キーを使用してそのデータキーを復号します。リクエストとレスポンスは、AWS CloudTrail イベ
ント、Amazon CloudWatch Logs、監査証跡で追跡できます。
以下の Secrets Manager オペレーションは、KMS キーを使用するリクエストをトリガーします。
GenerateDataKey
Secrets Manager は、以下のSecrets Manager オペレーションに応答して AWS
KMSGenerateDataKey の操作を呼び出します。
• CreateSecret — 新しいシークレットにシークレット値が含まれている場合、Secrets Manager は、
それを暗号化するための新しいデータキーを要求します。
• PutSecretValue — Secrets Manager は、指定されたシークレット値を暗号化する新しいデータキー
を要求します。
• UpdateSecret — シークレット値または KMS キーを変更した場合、Secrets Manager は新しいシー
クレット値を暗号化するための新しいデータキーを要求します。

Note
rotateSecret 操作は、シークレット値を変更しないため、GenerateDataKeyを呼び出し
ません。ただし、RotateSecret が呼び出す Lambda 関数がシークレット値を変更する場
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合、PutSecretValue オペレーションの呼び出しにより、GenerateDataKey リクエスト
がトリガーされます。
Decrypt
暗号化されたシークレット値を復号するとき、Secrets Manager は、AWS KMS Decrypt オペレーショ
ンを呼び出してシークレット内の暗号化されたデータキーを復号します。次に、プレーンテキストの
データキーを使って、暗号化されたシークレット値を復号します。
Secrets Manager は、次の Secrets Manager オペレーションに応答して Decrypt オペレーションを呼
び出します。
• GetSecretValue — Secrets Manager は、呼び出し元に返す前にシークレット値を復号化します。
• PutSecretValue および UpdateSecret — ほとんどの PutSecretValue および UpdateSecret 要
求は Decrypt 操作をトリガーしません。ただし、PutSecretValue または UpdateSecret 要
求がシークレットの既存のバージョンでシークレット値を変更しようとすると、Secrets Manager
は既存のシークレット値を復号化し、リクエスト内のシークレット値と比較して、それらが同じで
あることを確認します。このアクションは、Secrets Manager の操作が冪等であることを保証しま
す。
KMS キーへのアクセスの検証
シークレットに関連付けられている KMS キーを確立または変更すると、Secrets Manager は、指定さ
れた KMS キーを使用して GenerateDataKey および Decrypt オペレーションを呼び出します。こ
れらの呼び出しでは、呼び出し元に、これらのオペレーションで KMS キーを使用するアクセス許可
があることが確認されます。Secrets Manager は、これらの操作の結果を破棄します。暗号化操作で
はそれらを使用しません。
これらのリクエストの SecretVersionId キーの暗号化コンテキストの値は
RequestToValidateKeyAccess であるため、この検証呼び出しを識別できます。

Note
以前は、Secrets Manager の検証呼び出しに暗号化コンテキストが含まれていませんでし
た。古い AWS CloudTrail ログには、暗号化コンテキストのない呼び出しが含まれている可能
性があります。

KMS キーのアクセス許可
Secrets Manager が暗号化オペレーションで KMS キーを使用する場合、シークレット値をアクセスまたは
更新しているユーザーの代わりに動作します。
• シークレットを取得するには、ユーザーには、IAM ポリシーまたはキーポリシーのいずれかで
kms:Decrypt 許可が付与されている必要があります。
• シークレットを取得するには、ユーザーには、IAM ポリシーまたはキーポリシーのいずれかで
kms:Decrypt および kms:GenerateDataKey の両方の許可が付与されている必要があります。
Secrets Manager から実行されるリクエストにのみ KMS キーを使用するには、kms:ViaService 条件
キーを secretsmanager.<Region>.amazonaws.com 値で使用します。
また、暗号化オペレーションに KMS キーを使用する条件として、暗号化コンテキストでキーまたは値を
使用することもできます。たとえば、IAM またはキーポリシードキュメントで文字列条件演算子を使用し
たり、制約許可を与えられます。

キーポリシー AWS マネージドキー (aws/secretsmanager)
Secrets Manager (aws/secretsmanager) の AWS マネージドキー のキーポリシーは、Secrets Manager
がユーザーの代わりにリクエストを行う場合にのみ、指定された操作に KMS キーを使用するアクセス許
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可を、ユーザーに付与します。このキーポリシーでは、ユーザーが KMS キーを直接使用することは許可
されません。
このキーポリシーは、すべての AWS マネージドキー のポリシーと同様に、サービスによって確立され
ます。キーポリシーは変更できませんが、いつでも表示できます。詳細については、「Viewing a key
policy」を参照してください。
このキーポリシーのポリシーステートメントには次の効果があります
• アカウントのユーザーが暗号化オペレーションに KMS キーを使用できるようにするのは、リクエスト
がSecrets Manager から送信される場合のみです。kms:ViaService 条件キーで、この制限を適用しま
す。
• AWS アカウントが、KMS キープロパティを表示し、許可を取り消すことをユーザーに許可する IAM ポ
リシーを作成できるようにします。
• Secrets Manager は、KMS キーへのアクセスを取得するときは許可を使用しませんが、このポリシー
は、ユーザーに代わって Secrets Manager が KMS キーの許可を作成すること、および、アカウント
が KMS キーの使用を Secrets Manager に許可するための許可を取り消すことを、許可します。これら
は、AWS マネージドキー のポリシードキュメントの標準要素です。
以下に示すのは、Secrets Manager 用の AWS マネージドキー のキーポリシー例です。
{

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "auto-secretsmanager-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Allow access through AWS Secrets Manager for all principals in the account
that are authorized to use AWS S
ecrets Manager",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "*"
},
"Action" : [ "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*",
"kms:CreateGrant", "kms:Describ
eKey" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"kms:ViaService" : "secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount" : "111122223333"
}
}
},{
"Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*", "kms:RevokeGrant" ],
"Resource" : "*"
} ]
}

Secrets Manager の暗号化コンテキスト
暗号化コンテキスト は、一連のキー値のペアおよび任意非シークレットデータを含みます。データを暗号
化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化された
データに暗号化してバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要があり
ます。
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AWS KMS への GenerateDataKey リクエストおよび Decrypt リクエストでは、Secrets Manager は、次の
例に示すように、シークレットとそのバージョンを識別する 2 つの名前と値のペアを持つ暗号化コンテキ
ストを使用します。名前は変わりませんが、組み合わされた暗号化コンテキストの値は、シークレット値
ごとに異なります。
"encryptionContext": {
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:test-secret-a1b2c3",
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987SECRET1"
}

暗号化コンテキストを使用して、AWS CloudTrail や Amazon CloudWatch Logs などの監査レコードやロ
グで、ポリシーや許可の認可の条件として、これらの暗号化オペレーションを識別できます。
Secrets Manager の暗号化コンテキストは、2 つの名前と値のペアで構成されます。
• SecretArn – 最初の名前と値のペアがシークレットを識別します。キーは、SecretARN です。値はシー
クレットの Amazon リソースネーム (ARN) です。
"SecretARN": "ARN of an Secrets Manager secret"

たとえば、シークレットの ARN が arn:aws:secretsmanager:useast-2:111122223333:secret:test-secret-a1b2c3 である場合 、暗号化コンテキストには次の
ペアが含まれます。
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:test-secret-a1b2c3"

• SecretVersionID – 2 番目の名前と値のペアは、シークレットのバージョンを識別します。キー
は、SecretVersionId です。値は、バージョン ID です。
"SecretVersionId": "<version-id>"

たとえば、シークレットのバージョン ID が EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987SECRET1 である場
合、暗号化コンテキストには次のペアが含まれます。
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987SECRET1"

シークレットの KMS キーを確立または変更すると、Secrets Manager は GenerateDataKey リクエストと
Decrypt リクエストを AWS KMS に送信し、これらのオペレーションに KMS キーを使用するアクセス許
可を呼び出し元が持っていることを確認します。レスポンスは廃棄され、シークレット値では使用されま
せん。
これらの検証リクエストでは、SecretARN の値がシークレットの実際の ARN と
なりますが、SecretVersionId 値は、次の暗号化コンテキストの例に示すように
RequestToValidateKeyAccess になります。この特殊な値は、ログと監査証跡で検証リクエストを識
別するうえで役立ちます。
"encryptionContext": {
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:test-secret-a1b2c3",
"SecretVersionId": "RequestToValidateKeyAccess"
}
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Note
以前は、Secrets Manager の検証要求に暗号化コンテキストが含まれていませんでした。古い
AWS CloudTrail ログには、暗号化コンテキストのない呼び出しが含まれている可能性がありま
す。

Secrets Manager の AWS KMS との対話のモニタリン
グ
AWS CloudTrail および Amazon CloudWatch Logs を使用して、Secrets Manager がお客様に代わって
AWS KMS に送信するリクエストを追跡できます。シークレットの使用のモニタリングについては、
「シークレットをモニタリングする (p. 162)」を参照してください。
GenerateDataKey
シークレットのシークレット値を作成または変更すると、Secrets Manager は、シークレットの KMS
キーを指定する GenerateDataKey リクエストを AWS KMS に送信します。
GenerateDataKey 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。リクエ
ストは secretsmanager.amazonaws.com によって起動されます。このパラメータには、シーク
レットの KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)、256 ビットキーを要求するキー識別子、およ
びシークレットとバージョンを識別する暗号化コンテキストが含まれます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:user01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-05-31T23:23:41Z"
}
},
"invokedBy": "secretsmanager.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-05-31T23:23:41Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "secretsmanager.amazonaws.com",
"userAgent": "secretsmanager.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"keySpec": "AES_256",
"encryptionContext": {
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:testsecret-a1b2c3",
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987SECRET1"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "a7d4dd6f-6529-11e8-9881-67744a270888",
"eventID": "af7476b6-62d7-42c2-bc02-5ce86c21ed36",
"readOnly": true,
"resources": [
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{

"ARN": "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

Decrypt
シークレットのシークレット値を取得または変更すると、Secrets Manager は AWS KMS に Decrypt
リクエストを送信し、暗号化されたデータキーを復号します。
Decrypt 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。このユーザーは、
テーブルにアクセスしている AWS アカウントのプリンシパルです。パラメータには、暗号化された
テーブルのキー (暗号化テキストの blob として)、およびテーブルと AWS アカウントを識別する暗号
化コンテキストが含まれます。AWS KMS は、暗号化テキストから KMS キーの ID を派生させます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:user01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-05-31T23:36:09Z"
}
},
"invokedBy": "secretsmanager.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-05-31T23:36:09Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "secretsmanager.amazonaws.com",
"userAgent": "secretsmanager.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:testsecret-a1b2c3",
"SecretVersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987SECRET1"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "658c6a08-652b-11e8-a6d4-ffee2046048a",
"eventID": "f333ec5c-7fc1-46b1-b985-cbda13719611",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
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}

AWS Secrets Manager でのインフラストラクチャ
セキュリティ
管理型サービスである AWS Secrets Manager は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: セキュリ
ティプロセスの概要」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 が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Secrets Manager にアクセスしま
す。Secrets Manager は、Transport Layer Security (TLS) 1.1 および 1.2 を使用するクライアントをサ
ポートしています。TLS 1.2 をお勧めします。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。

AWS Secrets Manager での回復性
AWS では、グローバルインフラストラクチャは AWS のリージョンとアベイラビリティーゾーンを中心
に構築されています。AWSリージョンには、低レイテンシー、高スループット、および冗長性の高いネッ
トワークで接続されている物理的に独立していて、かつ、分離されている複数のアベイラビリティーゾー
ンがあります。アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバー
するアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーン
は、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも優れた可用性、耐障害性、およ
び拡張性をもたらします。
回復性と災害対策の詳細については、信頼性の柱 - AWS Well-Architected フレームワークを参照してくだ
さい。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
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AWS Secrets Manager のトラブル
シューティング
こちらの情報は、Secrets Manager を操作するときに発生する可能性がある問題の、診断や修復に役立ち
ます。
ローテーションに関連する問題については、「the section called “ローテーションのトラブルシューティン
グ” (p. 126)」を参照してください。
トピック
• Secrets Manager にリクエストを送信したときに「アクセスが拒否されました」というメッセージが
表示される (p. 196)
• 一時的なセキュリティ認証情報に「アクセスが拒否されました」と表示される (p. 196)
• 変更がすぐに表示されない。 (p. 197)
• シークレットを作成するときに「非対称 KMS キーを使ってデータキーを生成することはできません」
というメッセージが表示される (p. 197)
• AWS CLI または AWS の SDK オペレーションで、一部の ARN から自分のシークレットを見つけるこ
とができない (p. 197)
• このシークレットは AWS のサービスによって管理され、そのサービスを使用して更新する必要があ
ります。 (p. 198)

Secrets Manager にリクエストを送信したときに
「アクセスが拒否されました」というメッセージが
表示される
要求したオペレーションおよびリソースを呼び出す権限を持っているかを確認します。管理者は、IAM
ユーザー、または自分がメンバーとして所属しているグループに、IAM ポリシーをアタッチしてアクセ
ス許可を付与する必要があります。ポリシーが時間帯または IP アドレス制限などの条件を含む権限を付
与する記述をしている場合は、リクエストを送信する際にそれらの条件を満たす必要もあります。IAM
ユーザー、グループ、またはロールのポリシーの表示や修正の詳細については、IAM ユーザーガイドの
Working with Policies を参照してください。Secrets Manager に必要な許可の詳細ついては、「認証とアク
セスコントロール (p. 30)」を参照してください。
手動で API リクエストに署名する (AWS SDK を使用しない) 場合は、正しくリクエストに署名しているこ
とを確認します。

一時的なセキュリティ認証情報に「アクセスが拒否
されました」と表示される
リクエストの作成に使用している IAM ユーザーまたはロールに適切なアクセス許可があることを確認し
ます。一時的なセキュリティ認証情報のアクセス許可は IAM ユーザーまたはロールから取得されます。
つまり、アクセス許可は IAM ユーザーまたはロールに付与されたものに限定されます。一時的なセキュ
リティ認証情報のアクセス権限がどのように決定されるかについては、IAM ユーザーガイドの Controlling
Permissions for Temporary Security Credentials を参照してください。
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リクエストが正しく署名されており、そのリクエストの形式が整っていることを確認します。詳細につ
いては、選択した SDK の ツールキット ドキュメント、または IAM ユーザーガイドの Using Temporary
Security Credentials to Request Access to AWS Resources を参照してください。
一時的な認証情報が失効していないことを確認します。詳細については、IAM ユーザーガイドの
Requesting Temporary Security Credentials を参照してください。
Secrets Manager に必要な許可の詳細ついては、「認証とアクセスコントロール (p. 30)」を参照してくだ
さい。

変更がすぐに表示されない。
Secrets Manager では、結果整合性と呼ばれる分散コンピューティングモデルが使用されていま
す。Secrets Manager (または他の AWS サービス) で行った変更は、すべての可能なエンドポイントから
認識されるまでに時間がかかります。この遅延は、サーバー間、レプリケーションゾーン間、世界中の
リージョン間でのデータ送信にかかる時間から発生している場合もあります。Secrets Manager ではパ
フォーマンス向上のためにキャッシュも使用しているため、これが原因で遅延が発生することがありま
す。変更は、以前にキャッシュされたデータがタイムアウトになるまで反映されない場合があります。
発生する可能性のあるこれらの遅延を考慮して、グローバルなアプリケーションを設計します。また、あ
る場所で行われた変更が他の場所で直ちに表示されない場合でも、期待どおりに機能するように確かめて
下さい。
他の AWS サービスが、結果整合性からどのような影響を受けるのかについての詳細は、以下を参照して
ください。
• 「Amazon Redshift Database デベロッパーガイド」の「Managing data consistency」
• 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 Data Consistency Model」
• 「Ensuring Consistency When Using Amazon S3 and Amazon EMR for ETL Workflows」 (AWS ビッグ
データブログ)
• 「Amazon EC2 API リファレンス」の「Amazon EC2 Eventual Consistency」

シークレットを作成するときに「非対称 KMS キー
を使ってデータキーを生成することはできません」
というメッセージが表示される
Secrets Manager は、シークレットに関連付けられている対称 KMS キーを使用して、各シークレット値の
データキーを生成します。非対称 KMS キーを使用することはできません。非対称 KMS キーではなく対称
暗号化キーが使用されていることを確認します。手順については、以下を参照してください。非対称 KMS
キーの識別。

AWS CLI または AWS の SDK オペレーションで、
一部の ARN から自分のシークレットを見つけるこ
とができない
多くの場合、Secrets Manager は完全な ARN ではなく ARN の一部からシークレットを見つけることが
できます。しかし、シークレットの名前がハイフンで終わり、その後に 6 つの文字が続く場合、Secrets

197

AWS Secrets Manager ユーザーガイド
このシークレットは AWS のサービスによって管理さ
れ、そのサービスを使用して更新する必要があります。

Manager は ARN の一部からシークレットを見つけられないことがあります。代わりに、完全な形のARN
を使用することをお勧めします。
Secrets Manager は、リージョン、アカウント、シークレット名、ハイフン、さらに6文字を含むシーク
レットの ARN を次のように構築します。
arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:SecretName-abcdef

シークレット名がハイフンと 6 文字で終わる場合、ARN の一部のみを使用すると、完全な ARN を指定し
ているかのようにSecrets Manager に表示されます。たとえば、という名前のシークレットがあるとしま
す。MySecret-abcdefARN。
arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:MySecret-abcdef-nutBrk
シークレット ARN の一部のみを使用する次のオペレーションを呼び出すと、Secrets Manager がシーク
レットを見つけられないことがあります。
$ aws secretsmanager describe-secret --secret-id arn:aws:secretsmanager:useast-2:111122223333:secret:MySecret-abcdef

このシークレットは AWS のサービスによって管理
され、そのサービスを使用して更新する必要があり
ます。
シークレットを変更しようとしているときにこのメッセージが表示された場合、シークレットはメッセー
ジに記載されている管理サービスを使用してのみ更新できます。詳細については、「the section called “他
のサービスによって管理されるシークレット” (p. 183)」を参照してください。
シークレットを管理しているユーザーを特定するには、シークレット名を確認します。他のサービスに
よって管理されるシークレットには、そのサービスの ID がプレフィックスとして付けられます。また
は、AWS CLI で、describe-secret を呼び出してから、フィールド OwningService を確認します。
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AWS Secrets Manager のクォータ
リソースと API の AWS Secrets Manager クォータについては、AWS Secrets Manager サービスのクォー
タとエンドポイントを参照してください。
Secrets Manager の読み取り API は TPS クォータが高く、あまり呼び出されないコントロールプ
レーン API は TPS クォータが低くなります。10 分に 1 回以上の持続頻度で PutSecretValue
または UpdateSecret を呼び出すことは避けることが推奨されます。PutSecretValue または
UpdateSecret を呼び出してシークレット値を更新すると、Secrets Manager はシークレットの新しい
バージョンを作成します。Secrets Manager は、数値が 100 を超えると古いバージョンから削除していき
ますが、24 時間以内に作成されたバージョンは削除しません。10 分に 1 回以上の頻度でシークレット値
を更新すると、Secrets Manager が削除した数よりも多くバージョンが作成され、シークレットバージョ
ンのクォータに達します。
お使いのアカウントで複数のリージョンを運用できます。各クォータは各リージョンに固有です。
1 つの AWS アカウント のアプリケーションが、異なるアカウントの所有するシークレットを使用する
ことを、クロスアカウントリクエストと呼びます。クロスアカウントリクエストでは、Secrets Manager
は、シークレットを所有するアカウントではなく、リクエストを行うアイデンティティのアカウントをス
ロットリングします。例えば、アカウント A のアイデンティティがアカウント B のシークレット を使用
する場合、このシークレットの使用は、アカウント A のクォータにのみ適用されます。

アプリケーションへの再試行を追加する
AWS クライアントは、クライアント側で予期していなかった問題が発生したときに、Secrets Manager
への呼び出しが失敗したと判断することがあります。あるいは、Secrets Manager によるレート制限が原
因で、呼び出しが失敗する場合もあります。API リクエストクォータを超えると、Secrets Manager はリ
クエストをスロットルします。それ以外の場合は有効なリクエストを拒否し、throttling というエラーを出
力します。どちらの種類の失敗に関しても、短い待機時間後に、呼び出しを再試行することをお勧めしま
す。これは、バックオフと再試行の戦略と呼ばれます。
以下のようなエラーが発生した場合は、アプリケーションコードに再試行の処理を追加します。

一時的なエラーおよび例外
• RequestTimeout
• RequestTimeoutException
• PriorRequestNotComplete
• ConnectionError
• HTTPClientError

サービス側のスロットリングと制限のエラーおよび例外
• Throttling
• ThrottlingException
• ThrottledException
• RequestThrottledException
• TooManyRequestsException
• ProvisionedThroughputExceededException
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• TransactionInProgressException
• RequestLimitExceeded
• BandwidthLimitExceeded
• LimitExceededException
• RequestThrottled
• SlowDown
再試行、エクスポネンシャルバックオフ、ジッターに関する詳細およびコード例については、次のリソー
スを参照してください。
• エクスポネンシャルバックオフとジッター
• ジッターを伴うタイムアウト、再試行、およびバックオフ
• AWS でのエラー再試行とエクスポネンシャルバックオフ
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