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リファレンス
サービス認証リファレンスには、AWS の各サービスでサポートされているアクション、リソース、条件
キーのリストがあります。AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーでアクション、リソー
ス、条件キーを指定して、AWS リソースへのアクセスを管理できます。
目次
• AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー (p. 1)
• 関連リソース (p. 2024)

AWS のサービスのアクション、リソース、および
条件キー
それぞれの AWS のサービスでは、IAM ポリシーで使用できるように、アクション、リソース、および条
件コンテキストキーを定義することができます。このトピックでは、各サービスの要素の概要について説
明します。
各トピックは、利用可能なアクション、リソース、条件キーのリストを含むテーブルで構成されます。

アクションテーブル
[アクション] テーブルには、IAM ポリシーステートメントの Action 要素で使用できるアクションがすべ
て一覧表示されています。サービスによって定義された API オペレーションがすべて IAM ポリシーのアク
ションとして使用できるとは限りません。サービスによって、API オペレーションに直接対応しないアク
ションが定義されることがあります。IAM ポリシーで使用できるアクションを特定するには、このリスト
を使用します。Action、Resource、またはCondition 要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー
要素のリファレンス」を参照してください。[アクション] テーブルおよび [説明] テーブル列は、自己記述
式です。
• [アクセスレベル] 列では、アクションの指定方法 (リスト、読み取り、書き込み、アクセス許可管理、タ
グ付け) について説明します。このように分類することで、ポリシーで使用する際にアクションで付与
するアクセスレベルを理解しやすくなります。アクセスレベルの詳細については、「ポリシー概要内の
アクセスレベルの概要について」を参照してください。
• [リソースタイプ] 列は、アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを
示します。列が空の場合、アクションはリソースレベルのアクセス許可をサポートしておらず、ポリ
シーですべてのリソース (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、ポ
リシーの Resource 要素でリソース ARN を指定できます。リソースの詳細については、[リソースタイ
プ] テーブルの該当する行を参照してください。1 つのステートメントに含まれるアクションやリソース
はすべて、相互に互換性がある必要があります。アクションに対して有効でないリソースを指定した場
合、そのアクションを使用するリクエストは失敗し、ステートメントの Effect は適用されません。
必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されています。このアクションを使用してステートメ
ントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場合、このタイプである必要があります。一部
のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされています。リソースタイプがオプション (必
須として示されていない) の場合、一方を使用することはできますが、他方を使用することはできませ
ん。
• [条件キー] 列には、ポリシーステートメントの Condition 要素で指定できるキーが含まれます。条件
キーは、アクション、またはアクションと特定のリソースでサポートされる場合があります。キーが特
定のリソースタイプと同じ行にあるかどうかには細心の注意を払ってください。このテーブルには、ア
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クションに使用可能な、または無関係な状況のグローバル条件キーは含まれていません。グローバル条
件キーの詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。
• [依存アクション] 列には、アクションそのもののアクセス許可に加えて、アクションを適切に呼び出す
ために必要な追加のアクセス許可が含まれています。これは、アクションで複数のリソースにアクセス
する場合に必要です。

リソースタイプテーブル
[リソースタイプ] テーブルには、Resource ポリシー要素で ARN として指定できるすべてのリソースタイ
プが一覧表示されます。すべてのアクションで、すべてのリソースタイプを指定できるわけではありませ
ん。一部のリソースタイプは、特定のアクションでのみ動作します。リソースタイプをサポートしないア
クションを使用してステートメントでそのリソースタイプを指定する場合、ステートメントではアクセス
が許可されません。Resource 要素の詳細については、「IAM JSON ポリシーの要素: リソース」を参照
してください。
• [ARN] 列では、このタイプのリソースの参照に使用する Amazon リソースネーム (ARN) 形式を指定し
ます。$ で始まる部分は、お客様の状況で実際の値に置き換える必要があります。たとえば、ARN に
$user-name と表示されている場合は、その文字列を実際の IAM ユーザー名か、IAM ユーザー名を含
むポリシー変数に置き換える必要があります。ARN の詳細については、「IAM ARN」を参照してくださ
い。
• [条件キー] 列では、このリソースと上の表にあるサポートするアクションの両方がステートメントに含
まれている場合にのみ IAM ポリシーステートメントに含むことができる条件コンテキストキーを指定し
ます。

条件キーテーブル
[条件キー] テーブルには、IAM ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できる条件コンテキス
トキーがすべて一覧表示されています。すべてのアクションやリソースで、すべてのキーを指定できると
は限りません。特定のキーは特定のタイプのアクションとリソースでのみ機能します。Condition 要素
の詳細については、「IAM JSON ポリシーの要素: 条件」を参照してください。
• [タイプ] 列では、条件キーのデータタイプを指定します。このデータタイプを使用して、リクエストの
値と、ポリシーステートメントの値の比較に使用できる条件演算子を特定します。データタイプに適
切な演算子を使用する必要があります。不適切な演算子を使用した場合、条件は一致しないため、ポリ
シーステートメントは適用されません。
[タイプ] 列でシンプルなタイプの「リスト」を指定した場合、ポリシーで複数のキーおよび値を使用す
ることができます。これは、演算子で条件設定プレフィックスを使用して行います。ForAllValues
プレフィックスを使用して、リクエスト内のすべての値がポリシーステートメントの値と一致する必要
があることを指定します。ForAnyValue プレフィックスを使用して、リクエスト内の少なくとも 1 つ
の値がポリシーステートメントの値の 1 つと一致することを指定します。
トピック
• AWS Account Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 10)
• AWS Activate のアクション、リソース、および条件キー (p. 12)
• Alexa for Business のアクション、リソース、および条件キー (p. 14)
• AmazonMediaImport のアクション、リソース、および条件キー (p. 22)
• AWS Amplify のアクション、リソース、および条件キー (p. 23)
• AWS Amplify Admin のアクション、リソース、および条件キー (p. 28)
• AWS Amplify UIのアクション、リソース、および条件キー (p. 33)
• Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API のアクション、リソース、および条件キー (p. 36)
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• Amazon API Gateway のアクション、リソース、および条件キー (p. 39)
• Amazon API Gateway Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 41)
• Amazon API Gateway Management V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 54)
• AWS App Mesh のアクション、リソース、および条件キー (p. 64)
• AWS App Mesh Preview のアクション、リソース、および条件キー (p. 69)
• AWS App Runner のアクション、リソース、および条件キー (p. 73)
• AWS AppConfig のアクション、リソース、および条件キー (p. 79)
• Amazon AppFlow のアクション、リソース、および条件キー (p. 86)
• Amazon AppIntegrations のアクション、リソース、および条件キー (p. 90)
• AWS Application Auto Scaling のアクション、リソース、および条件キー (p. 94)
• AWS Application Cost Profiler Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 96)
• Application Discovery Arsenal のアクション、リソース、および条件キー (p. 98)
• AWS Application Discovery Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 99)
• AWS Application Migration Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 104)
• Amazon AppStream 2.0 のアクション、リソース、および条件キー (p. 115)
• AWS AppSync のアクション、リソース、および条件キー (p. 125)
• AWS Artifact のアクション、リソース、および条件キー (p. 131)
• Amazon Athena のアクション、リソース、および条件キー (p. 132)
• AWS Audit Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 136)
• AWS Auto Scaling のアクション、リソース、および条件キー (p. 143)
• AWS Backup のアクション、リソース、および条件キー (p. 144)
• AWS Backup ゲートウェイのアクション、リソース、および条件キー (p. 151)
• AWS Backup ストレージのアクション、リソース、および条件キー (p. 155)
• AWS Batch のアクション、リソース、および条件キー (p. 156)
• AWS Billing and Cost Management のアクション、リソース、条件キー (p. 161)
• AWS Billing Conductor のアクション、リソース、条件キー (p. 162)
• AWS Billing and Cost Management コンソールのアクション、リソース、および条件キー (p. 166)
• Amazon Braket のアクション、リソース、および条件キー (p. 168)
• AWS Budget Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 170)
• AWS BugBust のアクション、リソース、条件キー (p. 172)
• AWS Certificate Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 176)
• AWS Certificate Manager Private Certificate Authority のアクション、リソース、および条件
キー (p. 179)
• AWS Chatbot のアクション、リソース、および条件キー (p. 182)
• Amazon Chime のアクション、リソース、および条件キー (p. 185)
• AWS クラウド Control API のアクション、リソース、および条件キー (p. 210)
• Amazon Cloud Directory のアクション、リソース、および条件キー (p. 211)
• AWS クラウド Map のアクション、リソース、および条件キー (p. 219)
• AWS Cloud9 のアクション、リソース、および条件キー (p. 222)
• AWS CloudFormation のアクション、リソース、および条件キー (p. 227)
• Amazon CloudFront のアクション、リソース、および条件キー (p. 236)
• AWS CloudHSM のアクション、リソース、および条件キー (p. 245)
• Amazon CloudSearch のアクション、リソース、および条件キー (p. 249)
• AWS CloudShell のアクション、リソース、および条件キー (p. 252)
• AWS CloudTrail のアクション、リソース、および条件キー (p. 254)
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• Amazon CloudWatch のアクション、リソース、および条件キー (p. 258)
• Amazon CloudWatch Application Insights のアクション、リソース、および条件キー (p. 264)
• Amazon CloudWatch Evidentlyのアクション、リソース、および条件キー (p. 267)
• Amazon CloudWatch Logs のアクション、リソース、および条件キー (p. 271)
• AWS CloudWatch RUMのアクション、リソース、および条件キー (p. 276)
• Amazon CloudWatch Synthetics のアクション、リソース、および条件キー (p. 278)
• AWS CodeArtifact のアクション、リソース、および条件キー (p. 282)
• AWS CodeBuild のアクション、リソース、および条件キー (p. 287)
• AWS CodeCommit のアクション、リソース、および条件キー (p. 293)
• AWS CodeDeploy のアクション、リソース、および条件キー (p. 303)
• AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスのアクション、リソース、および条件
キー (p. 309)
• Amazon CodeGuru のアクション、リソース、および条件キー (p. 311)
• Amazon CodeGuru Profiler のアクション、リソース、および条件キー (p. 312)
• Amazon CodeGuru Reviewer のアクション、リソース、および条件キー (p. 315)
• AWS CodePipeline のアクション、リソース、および条件キー (p. 319)
• AWS CodeStar のアクション、リソース、および条件キー (p. 324)
• AWS CodeStar Connections のアクション、リソース、および条件キー (p. 327)
• AWS CodeStar Notifications のアクション、リソース、および条件キー (p. 332)
• Amazon Cognito ID のアクション、リソース、および条件キー (p. 336)
• Amazon Cognito Sync のアクション、リソース、および条件キー (p. 339)
• Amazon Cognito ユーザープールのアクション、リソース、および条件キー (p. 342)
• Amazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キー (p. 351)
• Amazon Comprehend Medical のアクション、リソース、および条件キー (p. 365)
• AWS Compute Optimizer のアクション、リソース、条件キー (p. 368)
• AWS Config のアクション、リソース、および条件キー (p. 371)
• Amazon Connect のアクション、リソース、および条件キー (p. 381)
• Amazon Connect Cases のアクション、リソース、および条件キー (p. 409)
• Amazon Connect Customer Profiles のアクション、リソース、および条件キー (p. 413)
• Amazon Connect Voice ID のアクション、リソース、および条件キー (p. 417)
• Amazon Connect Wisdom のアクション、リソース、および条件キー (p. 420)
• AWS Connector Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 425)
• AWS Control Tower のアクション、リソース、および条件キー (p. 426)
• AWS のコストと使用状況レポートのアクション、リソース、および条件キー (p. 430)
• AWS Cost Explorer のアクション、リソース、および条件キー (p. 432)
• AWS Data Exchange のアクション、リソース、および条件キー (p. 437)
• Amazon Data Lifecycle Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 441)
• AWS Data Pipeline のアクション、リソース、および条件キー (p. 443)
• AWS Database Migration Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 447)
• Database Query Metadata Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 454)
• AWS DataSync のアクション、リソース、および条件キー (p. 456)
• AWS DeepComposer のアクション、リソース、および条件キー (p. 461)
• AWS DeepLens のアクション、リソース、および条件キー (p. 465)
• AWS DeepRacer のアクション、リソース、および条件キー (p. 467)
• Amazon Detective のアクション、リソース、および条件キー (p. 476)
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• AWS Device Farm のアクション、リソース、および条件キー (p. 480)
• Amazon DevOps Guru のアクション、リソース、および条件キー (p. 489)
• AWS Direct Connect のアクション、リソース、および条件キー (p. 492)
• AWS Directory Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 500)
• Amazon DynamoDB のアクション、リソース、および条件キー (p. 509)
• Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) のアクション、リソース、および条件キー (p. 518)
• Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 522)
• Amazon EC2 Auto Scaling のアクション、リソース、および条件キー (p. 747)
• Amazon EC2 Image Builder のアクション、リソース、および条件キー (p. 757)
• Amazon EC2 Instance Connect のアクション、リソース、および条件キー (p. 765)
• AWS Elastic Beanstalk のアクション、リソース、および条件キー (p. 767)
• Amazon Elastic Block Store のアクション、リソース、および条件キー (p. 774)
• Amazon Elastic Container Registry のアクション、リソース、および条件キー (p. 777)
• Amazon Elastic Container Registry Public のアクション、リソース、および条件キー (p. 782)
• Amazon Elastic Container Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 785)
• AWS Elastic ディザスタリカバリに対するアクション、リソースおよび条件キー (p. 795)
• Amazon Elastic File System のアクション、リソース、条件キー (p. 805)
• Amazon Elastic Inference のアクション、リソース、および条件キー (p. 810)
• Amazon Elastic Kubernetes Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 812)
• Elastic Load Balancing のアクション、リソース、および条件キー (p. 817)
• Elastic Load Balancing V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 821)
• Amazon Elastic MapReduce のアクション、リソース、および条件キー (p. 828)
• Amazon Elastic Transcoder のアクション、リソース、および条件キー (p. 837)
• Amazon ElastiCache のアクション、リソース、および条件キー (p. 839)
• AWS Elemental アプライアンスとソフトウェアのアクション、リソース、および条件キー (p. 858)
• AWS Elemental Appliances and Software Activation Service のアクション、リソース、および条件
キー (p. 860)
• AWS Elemental MediaConnect のアクション、リソース、および条件キー (p. 863)
• AWS Elemental MediaConvert のアクション、リソース、および条件キー (p. 866)
• AWS Elemental MediaLive のアクション、リソース、および条件キー (p. 870)
• AWS Elemental MediaPackage のアクション、リソース、および条件キー (p. 876)
• AWS Elemental MediaPackage VOD のアクション、リソース、および条件キー (p. 880)
• AWS Elemental MediaStore のアクション、リソース、および条件キー (p. 883)
• AWS Elemental MediaTailor のアクション、リソース、および条件キー (p. 886)
• Elemental Support Cases のアクション、リソース、および条件キー (p. 892)
• Elemental Support Content のアクション、リソース、および条件キー (p. 893)
• Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) のアクション、リソース、および条件キー (p. 894)
• Amazon EMR サーバーレスのアクション、リソース、および条件キー (p. 897)
• Amazon EventBridge のアクション、リソース、および条件キー (p. 900)
• Amazon EventBridge スキーマのアクション、リソース、および条件キー (p. 909)
• AWS Fault Injection Simulator のアクション、リソース、および条件キー (p. 913)
• Amazon FinSpace のアクション、リソース、および条件キー (p. 917)
• AWS Firewall Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 920)
• Amazon Forecast のアクション、リソース、および条件キー (p. 925)
• Amazon Fraud Detector のアクション、リソース、および条件キー (p. 934)
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• Amazon FreeRTOS のアクション、リソース、および条件キー (p. 950)
• Amazon FSx のアクション、リソース、および条件キー (p. 952)
• Amazon GameLift のアクション、リソース、および条件キー (p. 960)
• Amazon GameSparks のアクション、リソースおよび条件キー (p. 970)
• AWS Global Accelerator のアクション、リソース、および条件キー (p. 975)
• AWS Glue のアクション、リソース、および条件キー (p. 980)
• AWS Glue DataBrew のアクション、リソース、および条件キー (p. 996)
• AWS Ground Station のアクション、リソース、および条件キー (p. 1001)
• Amazon GroundTruth Labeling のアクション、リソース、および条件キー (p. 1005)
• Amazon GuardDuty のアクション、リソース、および条件キー (p. 1007)
• AWS Health APIs and Notifications のアクション、リソース、および条件キー (p. 1013)
• Amazon HealthLake のアクション、リソース、および条件キー (p. 1015)
• 大量のアウトバウンド通信のアクション、リソース、および条件キー (p. 1018)
• Amazon Honeycode のアクション、リソース、および条件キー (p. 1021)
• AWS IAM Access Analyzer のアクション、リソース、および条件キー (p. 1025)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) のアクション、リソース、および条
件キー (p. 1029)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリのアクション、リソー
ス、および条件キー (p. 1037)
• Identity and Access Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 1043)
• AWS Identity and Access Management Roles Anywhere のアクション、リソース、条件キー (p. 1059)
• AWS Identity Store のアクション、リソース、および条件キー (p. 1063)
• AWS Identity Sync のアクション、リソース、および条件キー (p. 1066)
• AWS Import Export Disk Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1068)
• Amazon Inspector のアクション、リソース、および条件キー (p. 1070)
• Amazon Inspector2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1074)
• Amazon Interactive Video Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1078)
• Amazon Interactive Video Service Chat のアクション、リソース、および条件キー (p. 1082)
• AWS IoT のアクション、リソース、および条件キー (p. 1085)
• AWS IoT 1-Click のアクション、リソース、および条件キー (p. 1108)
• AWS IoT Analytics のアクション、リソース、および条件キー (p. 1111)
• AWS IoT Core Device Advisor のアクション、リソース、および条件キー (p. 1116)
• AWS IoT Core for LoRaWAN のアクション、リソース、および条件キー (p. 1118)
• AWS IoT Device Tester のアクション、リソース、および条件キー (p. 1128)
• AWS IoT Events のアクション、リソース、および条件キー (p. 1130)
• AWS IoT Fleet Hub for Device Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 1134)
• AWS IoT のFleetWiseのアクション、リソース、および条件キー (p. 1136)
• AWS IoT Greengrass のアクション、リソース、および条件キー (p. 1142)
• AWS IoT Greengrass V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1153)
• AWS IoT Jobs DataPlane のアクション、リソース、および条件キー (p. 1158)
• AWS IoT RoboRunnerのアクション、リソース、および条件キー (p. 1160)
• AWS IoT SiteWise のアクション、リソース、および条件キー (p. 1165)
• AWS IoT Things Graph のアクション、リソース、および条件キー (p. 1173)
• AWS IoT TwinMakerの、アクション、リソース、および条件キー (p. 1178)
• AWS IQ のアクション、リソース、および条件キー (p. 1183)
• AWS IQ Permissions のアクション、リソース、および条件キー (p. 1184)
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• Amazon Kendra のアクション、リソース、および条件キー (p. 1185)
• AWS Key Management Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1192)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のアクション、リソース、および条件キー (p. 1205)
• Amazon Kinesis のアクション、リソース、および条件キー (p. 1207)
• Amazon Kinesis Analytics のアクション、リソース、および条件キー (p. 1211)
• Amazon Kinesis Analytics V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1214)
• Amazon Kinesis Firehose のアクション、リソース、および条件キー (p. 1217)
• Amazon Kinesis Video Streams のアクション、リソース、および条件キー (p. 1220)
• AWS Lake Formation のアクション、リソース、および条件キー (p. 1224)
• AWS Lambda のアクション、リソース、および条件キー (p. 1228)
• Launch Wizard のアクション、リソース、および条件キー (p. 1236)
• Amazon Lex のアクション、リソース、および条件キー (p. 1238)
• Amazon Lex V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1243)
• AWS License Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 1252)
• AWS License Manager User Subscriptions のアクション、リソース、および条件キー (p. 1257)
• Amazon Lightsail のアクション、リソース、および条件キー (p. 1259)
• Amazon Location のアクション、リソース、および条件キー (p. 1275)
• Amazon Lookout for Equipment のアクション、リソース、および条件キー (p. 1281)
• Amazon Lookout for Metrics のアクション、リソース、および条件キー (p. 1285)
• Amazon Lookout for Vision のアクション、リソース、および条件キー (p. 1289)
• Amazon Machine Learning のアクション、リソース、および条件キー (p. 1292)
• Amazon Macie のアクション、リソース、および条件キー (p. 1296)
• AWS Mainframe Modernization サービスのアクション、リソース、条件キー (p. 1303)
• Amazon Managed Blockchain のアクション、リソース、および条件キー (p. 1307)
• Amazon Managed Grafana のアクション、リソース、および条件キー (p. 1311)
• Amazon Managed Service for Prometheus のアクション、リソース、および条件キー (p. 1314)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka のアクション、リソース、および条件キー (p. 1319)
• Amazon Managed Streaming for Kafka Connect のアクション、リソース、および条件キー (p. 1324)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow のアクション、リソース、および条件キー (p. 1327)
• AWS Marketplace のアクション、リソース、条件キー (p. 1329)
• AWS Marketplace Catalog のアクション、リソース、および条件キー (p. 1333)
• AWS Marketplace Commerce Analytics Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1335)
• AWS Marketplace Entitlement Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1336)
• AWS Marketplace Image Building Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1337)
• AWS Marketplace Management Portal のアクション、リソース、および条件キー (p. 1338)
• AWS Marketplace Metering Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1340)
• AWS Marketplace Private Marketplace のアクション、リソース、および条件キー (p. 1341)
• AWS Marketplace Procurement Systems Integration のアクション、リソース、および条件
キー (p. 1343)
• AWS Marketplace Vendor Insights のアクション、リソース、および条件キー (p. 1345)
• Amazon Mechanical Turk のアクション、リソース、および条件キー (p. 1347)
• Amazon MemoryDB のアクション、リソース、および条件キー (p. 1352)
• Amazon Message Delivery Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1359)
• AWS.NET 用Microservice Extractorのアクション、リソースおよび条件キー (p. 1361)
• AWS Migration Hub のアクション、リソース、および条件キー (p. 1362)
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• AWS Migration Hub Orchestrator のアクション、リソース、および条件キー (p. 1364)
• AWS Migration Hub Refactor Spacesのアクション、リソース、および条件キー (p. 1368)
• AWS Migration Hub Strategy Recommendations のアクション、リソース、および条件キー (p. 1376)
• Amazon Mobile Analytics のアクションとリソース、条件キー (p. 1379)
• AWS Mobile Hub のアクション、リソース、および条件キー (p. 1380)
• Amazon Monitron のアクション、リソース、および条件キー (p. 1382)
• Amazon MQ のアクション、リソース、および条件キー (p. 1385)
• Amazon Neptune のアクション、リソース、および条件キー (p. 1389)
• AWS Network Firewall のアクション、リソース、および条件キー (p. 1392)
• AWS Network Manager のアクション、リソース、条件キー (p. 1397)
• Amazon Nimble Studio のアクション、リソース、条件キー (p. 1407)
• Amazon OpenSearch Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1415)
• AWS OpsWorks のアクション、リソース、および条件キー (p. 1426)
• AWS OpsWorks Configuration Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 1432)
• AWS Organizations のアクション、リソース、および条件キー (p. 1435)
• AWS Outposts のアクション、リソース、および条件キー (p. 1442)
• AWS Panorama のアクション、リソース、および条件キー (p. 1445)
• AWS Performance Insights のアクション、リソース、および条件キー (p. 1452)
• Amazon Personalize のアクション、リソース、および条件キー (p. 1454)
• Amazon Pinpoint のアクション、リソース、および条件キー (p. 1459)
• Amazon Pinpoint Email Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1472)
• Amazon Pinpoint SMS and Voice Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1479)
• Amazon Pinpoint SMS Voice V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1481)
• Amazon Polly のアクション、リソース、および条件キー (p. 1487)
• AWS Price List のアクション、リソース、および条件キー (p. 1488)
• AWS Proton のアクション、リソース、および条件キー (p. 1490)
• AWS Purchase Orders Console のアクション、リソース、条件キー (p. 1503)
• Amazon QLDB のアクション、リソース、および条件キー (p. 1504)
• Amazon QuickSight のアクション、リソース、および条件キー (p. 1508)
• Amazon RDS のアクション、リソース、および条件キー (p. 1524)
• Amazon RDS Data API のアクション、リソース、および条件キー (p. 1547)
• Amazon RDS IAM 認証のアクション、リソース、条件キー (p. 1549)
• AWS ごみ箱 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1550)
• Amazon Redshift のアクション、リソース、および条件キー (p. 1553)
• Amazon Redshift Data API のアクション、リソース、および条件キー (p. 1568)
• Amazon Redshift サーバーレスのアクション、リソース、条件キー (p. 1570)
• Amazon Rekognition のアクション、リソース、および条件キー (p. 1575)
• AWS耐障害性ハブサービスのアクション、リソースおよび条件キー (p. 1582)
• AWS Resource Access Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 1588)
• Amazon リソースグループのタグ付け API のアクション、リソース、および条件キー (p. 1593)
• AWS Resource Groups のアクション、リソース、および条件キー (p. 1595)
• Amazon RHEL ナレッジベースポータルのアクション、リソース、条件キー (p. 1598)
• AWS RoboMaker のアクション、リソース、および条件キー (p. 1599)
• Amazon Route 53 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1606)
• Amazon Route 53 Domains のアクション、リソース、および条件キー (p. 1614)
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• Amazon Route 53 Recovery クラスターのアクション、リソース、および条件キー (p. 1617)
• Amazon Route 53 Recovery コントロールのアクション、リソース、および条件キー (p. 1619)
• Amazon Route 53 Recovery Readiness のアクション、リソース、および条件キー (p. 1622)
• Amazon Route 53 Resolver のアクション、リソース、および条件キー (p. 1627)
• Amazon S3 のアクション、リソース、条件キー (p. 1637)
• Amazon S3 Glacier のアクション、リソース、および条件キー (p. 1698)
• Amazon S3 Object Lambda のアクション、リソース、条件キー (p. 1702)
• Amazon S3 on Outposts のアクション、リソース、条件キー (p. 1709)
• Amazon SageMaker のアクション、リソース、および条件キー (p. 1727)
• Amazon SageMaker Ground Truth のアクション、リソース、および条件キー (p. 1773)
• AWS Savings Plans のアクション、リソース、および条件キー (p. 1775)
• AWS Secrets Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 1777)
• AWS Security Hub のアクション、リソース、および条件キー (p. 1787)
• AWS Security Token Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1794)
• AWS Server Migration Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1802)
• AWS Serverless Application Repository のアクション、リソース、および条件キー (p. 1805)
• AWS Service Catalog のアクション、リソース、および条件キー (p. 1808)
• AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワークのアクション、リソース、および条
件キー (p. 1819)
• Service Quotas のアクション、リソース、および条件キー (p. 1821)
• Amazon SES のアクション、リソース、および条件キー (p. 1824)
• Amazon Session Manager Message Gateway Service のアクション、リソース、および条件
キー (p. 1832)
• AWS Shield のアクション、リソース、および条件キー (p. 1834)
• AWS Signer のアクション、リソース、および条件キー (p. 1839)
• Amazon Simple Email Service v2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1842)
• Amazon Simple Workflow Service のアクション、リソース、および条件キー (p. 1854)
• Amazon SimpleDB のアクション、リソース、および条件キー (p. 1862)
• AWS Snow Device Management のアクション、リソース、および条件キー (p. 1864)
• AWS Snowball のアクション、リソース、および条件キー (p. 1866)
• Amazon SNS のアクション、リソース、および条件キー (p. 1869)
• AWS SQL Workbench のアクション、リソース、条件キー (p. 1875)
• Amazon SQS のアクション、リソース、および条件キー (p. 1883)
• AWS Step Functions のアクション、リソース、および条件キー (p. 1885)
• AWS Storage Gateway のアクション、リソースおよび条件キー (p. 1889)
• Amazon Sumerian のアクション、リソース、および条件キー (p. 1899)
• AWS Support のアクション、リソース、条件キー (p. 1901)
• AWS サステナビリティのアクション、リソース、条件キー (p. 1903)
• AWS Systems Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 1904)
• AWS Systems Manager GUI Connectのアクション、リソース、および条件キー (p. 1921)
• AWS Systems Manager Incident Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 1923)
• AWS Systems Manager Incident Manager Contacts のアクション、リソース、および条件
キー (p. 1927)
• AWS タグエディタのアクション、リソース、および条件キー (p. 1931)
• AWS Tax Settings のアクション、リソース、および条件キー (p. 1932)
• Amazon Textract のアクション、リソース、および条件キー (p. 1933)
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• Amazon Timestream のアクション、リソース、および条件キー (p. 1935)
• AWS Tiros のアクション、リソース、および条件キー (p. 1938)
• Amazon Transcribe のアクション、リソース、および条件キー (p. 1940)
• AWS Transfer Family のアクション、リソース、および条件キー (p. 1945)
• Amazon Translate のアクション、リソース、および条件キー (p. 1952)
• AWS Trusted Advisor のアクション、リソース、および条件キー (p. 1954)
• AWS WAF のアクション、リソース、および条件キー (p. 1958)
• AWS WAF Regional のアクション、リソース、および条件キー (p. 1965)
• AWS WAF V2 のアクション、リソース、および条件キー (p. 1973)
• AWS Well-Architected Tool のアクション、リソース、および条件キー (p. 1980)
• Amazon WorkDocs のアクション、リソース、および条件キー (p. 1984)
• Amazon WorkLink のアクション、リソース、および条件キー (p. 1989)
• Amazon WorkMail のアクション、リソース、および条件キー (p. 1993)
• Amazon WorkMail Message Flow のアクション、リソース、および条件キー (p. 2005)
• Amazon WorkSpaces のアクション、リソース、および条件キー (p. 2006)
• Amazon WorkSpaces Application Manager のアクション、リソース、および条件キー (p. 2014)
• Amazon WorkSpaces Webのアクション、リソース、および条件キー (p. 2015)
• AWS X-Ray のアクション、リソース、および条件キー (p. 2020)

AWS Account Management のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Account Management (サービスプレフィックス: account) では、以下のサービス固有のリソースや
アクション、条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Account Management で定義されているアクション (p. 10)
• AWS Account Management で定義されているリソースタイプ (p. 11)
• AWS Account Management の条件キー (p. 12)

AWS Account Management で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントの代替連絡先を削除
DeleteAlternateContact
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

依存アク
ション

account (p. 11)
accountInOrganization (p. 12)
account:AlternateContactTypes (p. 12)

DisableRegion

リージョンを無効にするための
アクセス許可を付与する

書き込み

account:TargetRegion (p. 12)

EnableRegion

リージョンを有効にするための
アクセス許可を付与する

書き込み

account:TargetRegion (p. 12)

アカウントの代替連絡先を取得
GetAlternateContact
するためのアクセス許可を付与
する

読み取り

account (p. 11)
accountInOrganization (p. 12)
account:AlternateContactTypes (p. 12)

アカウントの主な連絡先情報を
GetContactInformation
取得する許可を付与

読み取り

ListRegions

リスト

利用可能なリージョンを一覧表
示するためのアクセス許可を付
与する

アカウントの代替連絡先を変更
PutAlternateContact
するためのアクセス許可を付与
する

account (p. 11)
accountInOrganization (p. 12)

書き込み

account (p. 11)
accountInOrganization (p. 12)
account:AlternateContactTypes (p. 12)

アカウントの主な連絡先情報を
PutContactInformation
更新する許可を付与

書き込み

account (p. 11)
accountInOrganization (p. 12)

AWS Account Management で定義されているリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 10)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
account

条件キー

arn:${Partition}:account::${Account}:account
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:account::
accountInOrganization
${ManagementAccountId}:account/o${OrganizationId}/${MemberAccountId}

AWS Account Management の条件キー
AWS Account Management では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義さ
れています。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

組織内のアカウントでのリソースパスによりアクセスをフィ
account:AccountResourceOrgPaths
ルタリングする

ArrayOfString

組織内のアカウントでのリソースタグによりアクセスをフィ
account:AccountResourceOrgTags/
ルタリングする
${TagKey}

ArrayOfString

代替連絡先のタイプによりアクセスをフィルタリングする
account:AlternateContactTypes

ArrayOfString

リージョンのリストによりアクセスをフィルタリングする こ
account:TargetRegionこに示されたすべてのリージョンを有効または無効にする

文字列

AWS Activate のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Activate (サービスプレフィックス: activate) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Activate で定義されるアクション (p. 12)
• AWS Activate で定義されるリソースタイプ (p. 13)
• AWS Activate の条件キー (p. 13)

AWS Activate で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateForm

アクティブ化申請フォームを送
信する権限を付与します

Write

AWS アカウント 連絡先情報を取
GetAccountContact
得する許可を付与

Read

アクティブ化技術投稿とオ
ファー情報を取得する権限を付
与します

Read

GetCosts

AWS コスト情報を取得する許可
を付与

Read

GetCredits

AWS クレジット情報を取得する
許可を付与

Read

GetContentInfo

アクティブ化メンバー情報を取
GetMemberInfo 得する権限を付与します

Read

GetProgram

アクティブ化プログラムを取得
する権限を付与します

Read

アクティブ化メンバー情報を作
成または更新する権限を付与し
ます

Write

PutMemberInfo

依存アク
ション

AWS Activate で定義されるリソースタイプ
AWS Activate では、 IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポー
トされていません。AWS Activate へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定
します。

AWS Activate の条件キー
Activate には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Alexa for Business のアクション、リソース、および
条件キー
Alexa for Business (サービスプレフィックス: a4b) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
トピック
• Alexa for Business で定義されるアクション (p. 14)
• Alexa for Business で定義されるリソースタイプ (p. 21)
• Alexa for Business の条件キー (p. 22)

Alexa for Business で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ApproveSkill

お客様の AWS アカウント の下
での組織にスキルを関連付ける
ためのアクセス許可を付与

Write

特定のアドレス帳に連絡先を関
AssociateContactWithAddressBook
連付けるためのアクセス許可を
付与

Write

指定されたネットワークプロ
AssociateDeviceWithNetworkProfile
ファイルとデバイスを関連付け
るためのアクセス許可を付与

Write

特定のルームにデバイスを関連
AssociateDeviceWithRoom
付けるためのアクセス許可を付
与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のスキルグループにデバイ
AssociateSkillGroupWithRoom
スを関連付けるためのアクセス
許可を付与

Write

スキルとスキルグループに関連
AssociateSkillWithSkillGroup
付けるためのアクセス許可を付
与

Write

登録されたユーザーがデバイス
AssociateSkillWithUsers
で有効にするためにプライベー
トスキルを利用可能にする許可
を付与

Write

Alexa デバイスの登録オペレー
CompleteRegistration
ションを完了する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

指定された詳細情報を持つアド
CreateAddressBook
レス帳を作成する許可を付与

Write

指定された S3 の場所に日次ま
CreateBusinessReportSchedule
たは週次の間隔で配信するため
に、使用状況レポートの定期的
なスケジュールを作成する許可
を付与

Write

ユーザーの AWS アカウント で
CreateConferenceProvider
新しい会議プロバイダーを追加
するためのアクセス許可を付与

Write

CreateContact

指定された詳細情報を持つ連絡
先を作成する許可を付与

Write

指定された詳細でゲートウェイ
CreateGatewayGroup
グループを作成する許可を付与

Write

指定された詳細でネットワーク
CreateNetworkProfile
プロファイルを作成する許可を
付与

Write

CreateProfile

新しいプロファイルを作成する
許可を付与

Write

CreateRoom

指定された詳細でルームを作成
する許可を付与

Write

指定した名前と説明でスキルグ
CreateSkillGroup ループを作成する許可を付与

Write

CreateUser

Write

user* (p. 21)

Write

addressbook* (p. 21)

ユーザーを作成する許可を付与

アドレス帳 ARN によってアドレ
DeleteAddressBook
ス帳を削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたスケジュール ARN を
DeleteBusinessReportSchedule
使用して定期的なレポート配信
スケジュールを削除する許可を
付与

Write

schedule* (p. 21)

会議プロバイダーを削除する許
DeleteConferenceProvider
可を付与

Write

conferenceprovider* (p. 21)

DeleteContact

連絡先 ARN によって連絡先を削
除する許可を付与

Write

contact* (p. 21)

DeleteDevice

Alexa for Business からデバイス
を削除する許可を付与

Write

device* (p. 21)

デバイスの以前の音声入力デー
DeleteDeviceUsageData
タおよび関連する応答データの
履歴全体を削除する許可を付与

Write

device* (p. 21)

ゲートウェイグループを削除す
DeleteGatewayGroup
る許可を付与

Write

gatewaygroup* (p. 22)

ネットワークプロファイル ARN
DeleteNetworkProfile
によってネットワークプロファ
イルを削除する許可を付与

Write

networkprofile* (p. 22)

DeleteProfile

プロファイル ARN によってプロ
ファイルを削除する許可を付与

Write

profile* (p. 21)

DeleteRoom

ルームを削除する許可を付与

Write

room* (p. 21)

スキルとルームからパラメータ
DeleteRoomSkillParameter
を削除する許可を付与

Write

room* (p. 21)

スキルからサードパーティーア
DeleteSkillAuthorization
カウントのリンクを解除する許
可を付与

Write

room* (p. 21)

スキルグループ ARN を持つスキ
DeleteSkillGroup ルグループを削除する許可を付
与

Write

skillgroup* (p. 21)

DeleteUser

ユーザーを削除する許可を付与

Write

user* (p. 21)

特定のアドレス帳から連絡先の
DisassociateContactFromAddressBook
関連付けを解除する許可を付与

Write

addressbook* (p. 21)

現在のルームからデバイスの関
DisassociateDeviceFromRoom
連付けを解除する許可を付与

Write

device* (p. 21)

スキルグループからスキルの関
DisassociateSkillFromSkillGroup
連付けを解除する許可を付与

Write

skillgroup* (p. 21)
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contact* (p. 21)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Alexa for Business

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

登録されたユーザー向けにプラ
DisassociateSkillFromUsers
イベートスキルを利用不可に
し、それらのユーザーによって
デバイスでそのスキルが有効に
されるのを防ぐためのアクセス
許可を付与

Write

user* (p. 21)

特定のルームからスキルグルー
DisassociateSkillGroupFromRoom
プの関連付けを解除する許可を
付与

Write

room* (p. 21)

ルームに関連付けられたスマー
ForgetSmartHomeAppliances
ト家電を忘れるためのアクセス
許可を付与

Write

room* (p. 21)

アドレス帳 ARN によってアドレ
GetAddressBook ス帳の詳細を取得する許可を付
与

Read

addressbook* (p. 21)

既存の会議の詳細設定を取得す
GetConferencePreference
る許可を付与

Read

特定の会議プロバイダーの詳細
GetConferenceProvider
を取得する許可を付与

Read

conferenceprovider* (p. 21)

GetContact

連絡先 ARN によって連絡先の詳
細を取得する許可を付与

Read

contact* (p. 21)

GetDevice

デバイスの詳細を取得する許可
を付与

Read

device* (p. 21)

GetGateway

ゲートウェイの詳細を取得する
許可を付与

Read

gateway* (p. 22)

ゲートウェイグループの詳細を
GetGatewayGroup取得する許可を付与

Read

gatewaygroup* (p. 22)

ユーザー登録の招待メールのテ
GetInvitationConfiguration
ンプレート用に設定された値を
取得する許可を付与

Read

ネットワークプロファイル ARN
GetNetworkProfileによってネットワークプロファ
イルの詳細を取得する許可を付
与

Read

networkprofile* (p. 22)

GetProfile

プロファイル ARN で提供されて
いる場合、プロファイルを取得
する許可を付与

Read

profile* (p. 21)

GetRoom

ルームの詳細を取得する許可を
付与

Read

room* (p. 21)

スキルやルームに設定されてい
GetRoomSkillParameter
る既存のパラメータを取得する
許可を付与

Read

room* (p. 21)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetSkillGroup

スキルグループ ARN でスキルグ
ループの詳細を取得する許可を
付与

Read

ユーザーが設定したスケジュー
ListBusinessReportSchedules
ルの詳細を一覧表示する許可を
付与

リスト

特定の AWS アカウント で会議
ListConferenceProviders
プロバイダーを一覧表示するた
めのアクセス許可を付与

リスト

デバイス接続ステータスなどの
ListDeviceEvents イベント履歴を最大 30 日間一覧
表示する許可を付与

リスト

ゲートウェイグループの概要を
ListGatewayGroups
一覧表示する許可を付与

リスト

ListGateways

ゲートウェイの概要を一覧表示
する許可を付与

リスト

ListSkills

スキルを一覧表示する許可を付
与

リスト

skillgroup* (p. 21)

device* (p. 21)

gatewaygroup* (p. 22)

Alexa スキルストア内のすべての
ListSkillsStoreCategories
カテゴリを一覧表示する許可を
付与

リスト

Alexa スキルストア内のすべての
ListSkillsStoreSkillsByCategory
スキルをカテゴリ別に一覧表示
する許可を付与

リスト

ルームに関連付けられたすべて
ListSmartHomeAppliances
のスマート家電を一覧表示する
許可を付与

リスト

room* (p. 21)

ListTags

Read

device (p. 21)

リソースのすべてのタグを一覧
表示する許可を付与

room (p. 21)
user (p. 21)

特定の会議プロバイダーの会議
PutConferencePreference
の設定をアカウントレベルで行
うためのアクセス許可を付与

Write

Alexa デバイスセットアップイベ
PutDeviceSetupEvents
ントを発行する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

ユーザー登録の招待メールのテ
PutInvitationConfiguration
ンプレートを指定された属性で
設定する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スキルにルーム固有のパラメー
PutRoomSkillParameter
タを配置する許可を付与

Write

room* (p. 21)

ユーザーのアカウントをサー
PutSkillAuthorization
ドパーティーのスキルプロバイ
ダーにリンクする許可を付与

Write

room* (p. 21)

Alexa Voice Service (AVS) を使
RegisterAVSDevice
用して、相手先ブランド製造会
社 (OEM) によって構築された
Alexa 対応デバイスを登録する許
可を付与

Write

Alexa デバイスを登録する許可を
付与

Write

RejectSkill

ユーザーの AWS アカウント で
組織からスキルの関連付けを解
除するためのアクセス許可を付
与

Write

ResolveRoom

ルーム情報を解決する許可を付
与

Read

招待を撤回する許可を付与

Write

RegisterDevice
[アクセス許可
のみ]

RevokeInvitation

アドレス帳を検索し、一連の
SearchAddressBooks
フィルターと並べ替え条件に合
致するアドレス帳を一覧表示す
る許可を付与

リスト

連絡先を検索し、一連のフィル
SearchContacts ターと並べ替え条件に合致する
アドレス帳を一覧表示する許可
を付与

リスト

SearchDevices デバイスを検索する許可を付与

リスト

ネットワークプロファイルを検
SearchNetworkProfiles
索し、一連のフィルターと並べ
替え条件に合致するアドレス帳
を一覧表示する許可を付与

リスト

SearchProfiles

プロファイルを検索する許可を
付与

リスト

SearchRooms

ルームを検索する許可を付与

リスト

スキルグループを検索する許可
SearchSkillGroupsを付与

リスト

SearchUsers

リスト

ユーザーを検索する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検索またはフィルターによっ
SendAnnouncement
て識別されたルームにテキス
ト、SSML、または音声アナウン
スを送信する非同期フローをト
リガーする許可を付与

Write

SendInvitation

ユーザーに招待を送信する許可
を付与

Write

以前のユーザーが設定した情報
StartDeviceSync や設定をすべて消去して、デバ
イスとそのアカウントを既知の
デフォルト設定に復元する許可
を付与

Write

ルームに関連付けられたスマー
StartSmartHomeApplianceDiscovery
トホームアプライアンスの検出
を開始する許可を付与

Read

room* (p. 21)

TagResource

タグ付け

device (p. 21)

リソースにメタデータタグを追
加する許可を付与

依存アク
ション

user* (p. 21)

room (p. 21)
user (p. 21)

リソースからメタデータタグを
UntagResource 削除する許可を付与

タグ付け

device (p. 21)
room (p. 21)
user (p. 21)

アドレス帳 ARN によってアドレ
UpdateAddressBook
ス帳の詳細を更新する許可を付
与

Write

addressbook* (p. 21)

指定されたスケジュール ARN
UpdateBusinessReportSchedule
を使用してレポート配信スケ
ジュールの設定を更新する許可
を付与

Write

schedule* (p. 21)

既存の会議プロバイダーの設定
UpdateConferenceProvider
を更新する許可を付与

Write

conferenceprovider* (p. 21)

UpdateContact 連絡先 ARN によって連絡先の詳
細を更新する許可を付与

Write

contact* (p. 21)

UpdateDevice

デバイス名を更新する許可を付
与

Write

device* (p. 21)

ゲートウェイの詳細を更新する
UpdateGateway 許可を付与

Write

gateway* (p. 22)

ゲートウェイグループの詳細を
UpdateGatewayGroup
更新する許可を付与

Write

gatewaygroup* (p. 22)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワークプロファイル ARN
UpdateNetworkProfile
によってネットワークプロファ
イルを更新する許可を付与

Write

networkprofile* (p. 22)

UpdateProfile

既存のプロファイルを更新する
許可を付与

Write

profile* (p. 21)

UpdateRoom

ルームの詳細を更新する許可を
付与

Write

room* (p. 21)

Write

skillgroup* (p. 21)

スキルグループ ARN を使用して
UpdateSkillGroup スキルグループの詳細を更新す
る許可を付与

依存アク
ション

Alexa for Business で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 14)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

profile

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:profile/${Resource_id}

room

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:room/${Resource_id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 22)

device

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:device/${Resource_id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 22)

skillgroup

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:skill-group/${Resource_id}

user

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:user/${Resource_id}

addressbook

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:address-book/${Resource_id}

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
conferenceprovider
${Account}:conference-provider/
${Resource_id}
contact

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:contact/${Resource_id}

schedule

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:schedule/${Resource_id}
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aws:ResourceTag/
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リソースタイプ ARN

条件キー

networkprofile

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:network-profile/${Resource_id}

gateway

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:gateway/${Resource_id}

gatewaygroup

arn:${Partition}:a4b:${Region}:
${Account}:gateway-group/${Resource_id}

Alexa for Business の条件キー
Alexa for Business では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

a4b:amazonId

リクエスト内の Amazon ID に基づいてフィルタリングしま
す。

文字列

リクエスト内のデバイスタイプに基づいてフィルタリングし
a4b:filters_deviceTypeます。

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AmazonMediaImport のアクション、リソース、およ
び条件キー
AmazonMediaImport (サービスプレフィックス: mediaimport) では、以下のサービス固有のリソース、ア
クション、および条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能で
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AmazonMediaImport で定義されているアクション (p. 23)
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• AmazonMediaImport で定義されているリソースタイプ (p. 23)
• AmazonMediaImport の条件キー (p. 23)

AmazonMediaImport で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データベースのバイナリスナッ
CreateDatabaseBinarySnapshot
プショットを作成するためのア
[アクセス許可
クセス許可を、顧客の AWS アカ
のみ]
ウントに付与

依存アク
ション

書き込み

AmazonMediaImport で定義されているリソースタイプ
AmazonMediaImport では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。AmazonMediaImport へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AmazonMediaImport の条件キー
AmazonMediaImport には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコン
テキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストにつ
いては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Amplify のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Amplify (サービスプレフィックス: amplify) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
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• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Amplify で定義されるアクション (p. 24)
• AWS Amplify で定義されるリソースタイプ (p. 27)
• AWS Amplify の条件キー (p. 27)

AWS Amplify で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateApp

新しい Amplify アプリケーション
を作成します

書き込み

依存アク
ション

apps* (p. 27)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 28)
aws:TagKeys (p. 28)

Amplify アプリケーションの新し
CreateBackendEnvironment
いバックエンド環境を作成しま
す

書き込み

apps* (p. 27)

CreateBranch

書き込み

apps* (p. 27)

Amplify アプリケーションの新し
いブランチを作成します

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 28)
aws:TagKeys (p. 28)

アプリケーションの手動デプロ
CreateDeploymentイ用のデプロイを作成します。
(アプリケーションはリポジトリ
に接続されません)

書き込み

branches* (p. 27)

アプリケーションに新しい
CreateDomainAssociation
DomainAssociation を作成しま
す。

書き込み

apps* (p. 27)
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 28)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 28)
アプリケーションで新しいウェ
CreateWebHook ブフックを作成します

書き込み

branches* (p. 27)

DeleteApp

appId で指定された既存の
Amplify アプリケーションを削除
します

書き込み

apps* (p. 27)

Amplify アプリケーションのブラ
DeleteBackendEnvironment
ンチを削除します

書き込み

apps* (p. 27)

DeleteBranch

Amplify アプリケーションのブラ
ンチを削除します

書き込み

branches* (p. 27)

DomainAssociation を削除します
DeleteDomainAssociation

書き込み

domains* (p. 27)

DeleteJob

Amplify アプリケーションの一部
である Amplify ブランチのジョブ
を削除します

書き込み

jobs* (p. 27)

ID でウェブフックを削除します

書き込み

apps* (p. 27)

署名付き URL を使用して、特定
GenerateAccessLogs
の時間範囲のウェブサイトアク
セスログを生成します

書き込み

apps* (p. 27)

GetApp

appId で指定された既存の
Amplify アプリケーションを取得
します

読み込み

apps* (p. 27)

GetArtifactUrl

artifactId に対応するアーティ
ファクト情報を取得します

読み込み

apps* (p. 27)

Amplify アプリケーションのバッ
GetBackendEnvironment
クエンド環境を取得します

読み込み

apps* (p. 27)

GetBranch

Amplify アプリケーションのブラ
ンチを取得します

読み込み

branches* (p. 27)

appId および domainName に対
GetDomainAssociation
応するドメイン情報を取得しま
す

読み込み

domains* (p. 27)

GetJob

Amplify アプリケーションの一部
であるブランチのジョブを取得
します

読み込み

jobs* (p. 27)

GetWebHook

webhookId に対応するウェブ
フック情報を取得します

読み込み

apps* (p. 27)

ListApps

既存の Amplify アプリケーション
を一覧表示します

リスト

DeleteWebHook
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListArtifacts

アプリケーション、ブランチ、
ジョブ、アーティファクトタイ
プとともにアーティファクトを
一覧表示します

リスト

apps* (p. 27)

Amplify アプリケーションのバッ
ListBackendEnvironments
クエンド環境を一覧表示します

リスト

apps* (p. 27)

ListBranches

リスト

apps* (p. 27)

アプリケーションでドメインを
ListDomainAssociations
一覧表示します。

リスト

apps* (p. 27)

ListJobs

リスト

branches* (p. 27)

読み込み

apps (p. 27)

Amplify アプリケーションのブラ
ンチを一覧表示します

Amplify アプリケーションの一部
であるブランチのジョブを一覧
表示します

AWS Amplify コンソールリソー
ListTagsForResource
スのタグを一覧表示します

依存アク
ション

branches (p. 27)
jobs (p. 27)

ListWebHooks

アプリケーションのウェブフッ
クを一覧表示します

リスト

apps* (p. 27)

アプリケーションの手動デプロ
StartDeployment イ用のデプロイを開始します。
(アプリケーションはリポジトリ
に接続されません)

書き込み

branches* (p. 27)

StartJob

Amplify アプリケーションの一部
であるブランチの新しいジョブ
を開始します

書き込み

jobs* (p. 27)

StopJob

Amplify アプリケーションの一部
である Amplify ブランチの進行中
のジョブを停止します

書き込み

jobs* (p. 27)

TagResource

このアクションでは、AWS
Amplify コンソールリソースにタ
グ付けします

タグ付け

apps (p. 27)
branches (p. 27)
jobs (p. 27)
aws:TagKeys (p. 28)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 28)

このアクションでは、AWS
UntagResource Amplify コンソールリソースから
タグを削除します

タグ付け

apps (p. 27)
branches (p. 27)
jobs (p. 27)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 28)
UpdateApp

既存の Amplify アプリケーション
を更新します

書き込み

apps* (p. 27)

UpdateBranch

Amplify アプリケーションのブラ
ンチを更新します

書き込み

branches* (p. 27)

アプリケーションの
UpdateDomainAssociation
DomainAssociation を更新します

書き込み

domains* (p. 27)

書き込み

apps* (p. 27)

UpdateWebHook

ウェブフックを更新します

AWS Amplify で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 24)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

apps

arn:${Partition}:amplify:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 28)

branches

arn:${Partition}:amplify:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/branches/
${BranchName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 28)

jobs

arn:${Partition}:amplify:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/branches/
${BranchName}/jobs/${JobId}

domains

arn:${Partition}:amplify:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/domains/
${DomainName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 28)

AWS Amplify の条件キー
AWS Amplify では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値でアクセスをフィルター

文字列

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Amplify Admin のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Amplify Admin (サービスプレフィックス: amplifybackend) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Amplify Admin で定義されるアクション (p. 28)
• AWS Amplify Admin で定義されるリソースタイプ (p. 32)
• AWS Amplify Admin の条件キー (p. 32)

AWS Amplify Admin で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CloneBackend

既存の Amplify Admin バックエ
ンド環境を新しい Amplify Admin
バックエンド環境にクローンと
して複製するアクセス許可を付
与

Write

backend* (p. 32)

Amplify AppId に新しい Amplify
Admin バックエンド環境を作成
するアクセス許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
CreateBackendAPI
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API を作成
するアクセス許可を付与

Write

api* (p. 32)

AppId と
CreateBackendAuth
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の認証リソー
スを作成するアクセス許可を付
与

Write

Amplify AppId で新しい Amplify
CreateBackendConfig
Admin バックエンド設定を作成
するアクセス許可を付与

書き込み

backend* (p. 32)

バックエンドストレージリソー
CreateBackendStorage
スを作成する許可を付与

書き込み

backend* (p. 32)

CreateToken

AppId で Amplify Admin チャレン
ジトークンを作成するアクセス
許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境を削除するア
クセス許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
DeleteBackendAPIbackendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API を削除
するアクセス許可を付与

Write

AppId と
DeleteBackendAuth
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の認証リソー
スを削除するアクセス許可を付
与

書き込み

CreateBackend

DeleteBackend
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backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
auth* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)

environment* (p. 32)

environment* (p. 32)

api* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
auth* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バックエンドストレージリソー
DeleteBackendStorage
スを削除する許可を付与

書き込み

backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
storage* (p. 32)

DeleteToken

AppId で Amplify Admin チャレン
ジトークンを削除するアクセス
許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
GenerateBackendAPIModels
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API のモデ
ルを生成するアクセス許可を付
与

Write

api* (p. 32)

GetBackend

AppId と
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境を取得するア
クセス許可を付与

Read

AppId と
GetBackendAPI backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API を取得
するアクセス許可を付与

Read

AppId と
GetBackendAPIModels
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API のモデ
ルを取得するアクセス許可を付
与

Read

AppId と
GetBackendAuth backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の認証リソー
スを取得するアクセス許可を付
与

Read

AppId と
GetBackendJob backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境のジョブを取
得するアクセス許可を付与

読み取り

既存のバックエンドストレージ
GetBackendStorage
リソースを取得する許可を付与

読み取り
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backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)

api* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
api* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
auth* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
backend* (p. 32)
job* (p. 32)

backend* (p. 32)
environment* (p. 32)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetToken

AppId で Amplify Admin チャレン
ジトークンを取得するアクセス
許可を付与

Read

backend* (p. 32)

AppId と
ImportBackendAuth
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の認証リソー
スをインポートする許可を付与

書き込み

auth* (p. 32)

既存のバックエンドストレージ
ImportBackendStorage
リソースをインポートする許可
を付与

書き込み

backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
storage* (p. 32)

AppId と
ListBackendJobs backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境のジョブを取
得するアクセス許可を付与

リスト

ListS3Buckets

リスト

S3 バケットを取得する許可を付
与

backend* (p. 32)
job* (p. 32)

AppId で既存の Amplify Admin
RemoveAllBackends
バックエンド環境を削除するア
クセス許可を付与

Write

Amplify AppId で Amplify Admin
RemoveBackendConfig
バックエンド設定を削除するア
クセス許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
UpdateBackendAPI
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の API を更新
するアクセス許可を付与

Write

api* (p. 32)

AppId と
UpdateBackendAuth
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境の認証リソー
スを更新するアクセス許可を付
与

Write

Amplify AppId で Amplify Admin
UpdateBackendConfig
バックエンド設定を更新するア
クセス許可を付与

Write

backend* (p. 32)

AppId と
UpdateBackendJob
backendEnvironmentName を併
用して、既存の Amplify Admin
バックエンド環境のジョブを更
新するアクセス許可を付与

書き込み

backend* (p. 32)
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environment* (p. 32)

backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
auth* (p. 32)
backend* (p. 32)
environment* (p. 32)

job* (p. 32)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バックエンドストレージリソー
UpdateBackendStorage
スを更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

backend* (p. 32)
environment* (p. 32)
storage* (p. 32)

AWS Amplify Admin で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 28)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

backend

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}

environment

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/environments

api

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/api

auth

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/auth

job

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/job

config

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/config

token

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/token

storage

arn:${Partition}:amplifybackend:${Region}:
${Account}:backend/${AppId}/storage

AWS Amplify Admin の条件キー
Amplify Admin には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS Amplify UIのアクション、リソース、および条件
キー
AWS Amplify UI Builder (サービスプレフィックス: amplifyuibuilder) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Amplify UI Builderで定義されるアクション (p. 33)
• AWS Amplify UI Builderで定義されるリソースタイプ (p. 35)
• AWS Amplify UI Buikderの条件キー (p. 35)

AWS Amplify UI Builderで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンポーネントを作成する許可
CreateComponentを付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 35)
aws:TagKeys (p. 36)

CreateTheme

テーマを作成する権限を付与し
ます。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 35)
aws:TagKeys (p. 36)

コンポーネントを削除する許可
DeleteComponentを付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteTheme

テーマを削除する権限を付与し
ます

書き込み

コードをトークンと交換する権
ExchangeCodeForToken
限を付与します。

書き込み

コンポーネントをエクスポート
ExportComponents
するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

ExportThemes

テーマをエクスポートするアク
セス許可を付与します。

読み取り

既存のコンポーネントを取得す
るためのアクセス許可を付与し
ます。

読み取り

ComponentResource* (p. 35)

既存のテーマを取得する許可を
付与します。

読み取り

ThemeResource* (p. 35)

GetComponent
GetTheme

appのコンポーネントを一覧表示
ListComponents する許可を付与します。

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

ListThemes

アプリケーションのテーマを一
覧表示する許可を付与します。

リスト

RefreshToken

アクセストークンを刷新する許
可を付与します。

書き込み

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

ThemeResource* (p. 35)

ComponentResource (p. 35)
ThemeResource (p. 35)

ComponentResource (p. 35)
ThemeResource (p. 35)
aws:TagKeys (p. 36)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 35)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

ComponentResource (p. 35)
ThemeResource (p. 35)
aws:TagKeys (p. 36)

コンポーネントを更新するアク
UpdateComponentセス許可の付与します

書き込み

ComponentResource* (p. 35)

UpdateTheme

書き込み

ThemeResource* (p. 35)

テーマを更新する権限を付与し
ます
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AWS Amplify UI Builderで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 33)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:
ComponentResource
${Account}:app/${AppId}/environment/
${EnvironmentName}/components/${Id}

amplifyuibuilder:AppId (p. 35)
amplifyuibuilder:ComponentsId (p. 35)

amplifyuibuilder:EnvironmentName (p. 3
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 35)
arn:${Partition}:amplifyuibuilder:${Region}:
ThemeResource ${Account}:app/${AppId}/environment/
${EnvironmentName}/themes/${Id}

amplifyuibuilder:AppId (p. 35)

amplifyuibuilder:EnvironmentName (p. 3
amplifyuibuilder:ThemesId (p. 35)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 35)

AWS Amplify UI Buikderの条件キー
AWSAmplify UI Builder では、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

アプリケーション ID でアクセスをフィルタリングします。
amplifyuibuilder:AppId

文字列

コンポーネント ID でアクセスをフィルタリングします。
amplifyuibuilder:ComponentsId

文字列

バックエンド 環境名でアクセスをフィルタリングします。
amplifyuibuilder:EnvironmentName

文字列

テーマ ID でアクセスをフィルタリングします。
amplifyuibuilder:ThemesId

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API のア
クション、リソース、および条件キー
Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API (サービスプレフィックス: kafka-cluster) では、IAM
アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキ
ストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API によって定義されたアクション (p. 36)
• Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API によって定義されたリソースタイプ (p. 39)
• Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API の条件キー (p. 39)

Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API によって定義さ
れたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AlterCluster

Apache Kafka の ALTER
CLUSTER ACL に相当する、ク
ラスターのさまざまな側面を変

Write

kafkacluster:Connect
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

更するためのアクセス許可を付
与

kafkacluster:DescribeCluster

Apache Kafka の
AlterClusterDynamicConfiguration
ALTER_CONFIGS CLUSTER
ACL に相当する、クラスターの
動的設定を変更するためのアク
セス許可を付与

Write

AlterGroup

Apache Kafka の READ GROUP
ACL に相当する、クラスター上
のグループに参加させるための
アクセス許可を付与

Write

Apache Kafka の ALTER TOPIC
ACL に相当する、クラスター上
のトピックを変更するためのア
クセス許可を付与

Write

AlterTopic

依存アク
ション

cluster* (p. 39)

kafkacluster:Connect

kafkacluster:DescribeClusterDy
group* (p. 39)

kafkacluster:Connect
kafkacluster:DescribeGroup

topic* (p. 39)

kafkacluster:Connect
kafkacluster:DescribeTopic

Apache Kafka の
AlterTopicDynamicConfiguration
ALTER_CONFIGS TOPIC ACL
に相当する、クラスターのト
ピックの動的設定を変更するた
めのアクセス許可を付与

Write

Apache Kafka の WRITE
AlterTransactionalId
TRANSACTIONAL_ID ACL に相
当する、クラスター上のトラン
ザクション ID を変更するための
アクセス許可を付与

Write

topic* (p. 39)

kafkacluster:Connect

kafkacluster:DescribeTopicDyn
transactionalid* (p. 39)

kafkacluster:Connect

kafkacluster:DescribeTransactio
kafkacluster:WriteData

Connect

クラスターに接続して認証する
ためのアクセス許可を付与

Write

cluster* (p. 39)

CreateTopic

Apache Kafka の CREATE
CLUSTER/TOPIC ACL に相当す
る、クラスター上のトピックを
作成するためのアクセス許可を
付与

Write

topic* (p. 39)

kafkacluster:Connect

DeleteGroup

Apache Kafka の DELETE
GROUP ACL に相当する、クラ
スター上のグループを削除する
ためのアクセス許可を付与

Write

group* (p. 39)

kafkacluster:Connect

Apache Kafka の DELETE
TOPIC ACL に相当する、クラス
ター上のトピックを削除するた
めのアクセス許可を付与

Write

DeleteTopic
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kafkacluster:Connect
kafkacluster:DescribeTopic
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Apache Kafka の DESCRIBE
DescribeCluster CLUSTER ACL に相当する、ク
ラスターのさまざまな側面を記
述するためのアクセス許可を付
与

リスト

cluster* (p. 39)

kafkacluster:Connect

Apache Kafka の
DescribeClusterDynamicConfiguration
DESCRIBE_CONFIGS
CLUSTER ACL に相当する、ク
ラスターの動的設定を記述する
ためのアクセス許可を付与

リスト

cluster* (p. 39)

kafkacluster:Connect

DescribeGroup Apache Kafka の DESCRIBE
GROUP ACL に相当する、クラ
スター上のグループを記述する
ためのアクセス許可を付与

リスト

group* (p. 39)

kafkacluster:Connect

DescribeTopic

リスト

topic* (p. 39)

kafkacluster:Connect

Apache Kafka の
DescribeTopicDynamicConfiguration
DESCRIBE_CONFIGS TOPIC
ACL に相当する、クラスターの
トピックの動的設定を記述する
ためのアクセス許可を付与

リスト

topic* (p. 39)

kafkacluster:Connect

Apache Kafka の DESCRIBE
DescribeTransactionalId
TRANSACTIONAL_ID ACL に相
当する、クラスター上のトラン
ザクション ID を記述するための
アクセス許可を付与

リスト

transactionalid* (p. 39)

kafkacluster:Connect

ReadData

Read

topic* (p. 39)

kafkacluster:AlterGroup

Apache Kafka の DESCRIBE
TOPIC ACL に相当する、クラス
ター上のトピックを記述するた
めのアクセス許可を付与

Apache Kafka の READ TOPIC
ACL に相当する、クラスター上
のトピックからデータを読み取
るためのアクセス許可を付与

kafkacluster:Connect
kafkacluster:DescribeTopic

WriteData

Apache Kafka の WRITE TOPIC
ACL に相当する、クラスター上
のトピックにデータを書き込む
ためのアクセス許可を付与

Write

Apache Kafka の
WriteDataIdempotently
IDEMPOTENT_WRITE
CLUSTER ACL に相当する、ク
ラスター上でべき等的にデータ
を書き込むためのアクセス許可
を付与

Write
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Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API によって定義さ
れたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 36)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterName}/
${ClusterUuid}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 39)

topic

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:topic/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${TopicName}

group

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:group/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${GroupName}

transactionalid

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:transactional-id/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${TransactionalId}

Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API の条件キー
Amazon MSK クラスター用の Apache Kafka API では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる
次の条件キーが定義されます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさ
らに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してくださ
い。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:ResourceTag/
${TagKey}

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします。リソースタグコンテ
キストキーは、トピック、グループ、トランザクション ID で
はなく、クラスターリソースにのみ適用されます。

文字列

Amazon API Gateway のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon API Gateway (サービスプレフィックス: execute-api) には、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon API Gateway で定義されるアクション (p. 40)
• Amazon API Gateway で定義されるリソースタイプ (p. 40)
• Amazon API Gateway の条件キー (p. 41)

Amazon API Gateway で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クライアントリクエスト時に API Write
InvalidateCache キャッシュを無効にします。

executeapigeneral* (p. 41)

Invoke

executeapigeneral* (p. 41)

クライアントリクエスト時に API Write
を呼び出します。

ManageConnections は
ManageConnections
@connections API へのアクセス
を制御します

Write

依存アク
ション

executeapigeneral* (p. 41)

Amazon API Gateway で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 40)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。

40

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon API Gateway Management

リソースタイプ ARN
execute-apigeneral

条件キー

arn:${Partition}:execute-api:${Region}:
${Account}:${ApiId}/${Stage}/${Method}/
${ApiSpecificResourcePath}

Amazon API Gateway の条件キー
ExecuteAPI には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon API Gateway Management のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon API Gateway Management (サービスプレフィックス: apigateway) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon API Gateway Management で定義されるアクション (p. 41)
• Amazon API Gateway Management で定義されるリソースタイプ (p. 46)
• Amazon API Gateway Management の条件キー (p. 52)

Amazon API Gateway Management で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

相互 TLS 認証用の証明書をドメ
AddCertificateToDomain
イン名に追加する許可を付与。
これは、mTLS の機密性のた
め、DomainName リソースを管
理するための追加の承認制御方
法です。

Permissions DomainName (p. 48)
management
DomainNames (p. 48)

DELETE

書き込み

特定のリソースを削除する許可
を付与

依存アク
ション

ApiKey (p. 46)
Authorizer (p. 46)
BasePathMapping (p. 47)
ClientCertificate (p. 47)
Deployment (p. 47)
DocumentationPart (p. 47)
DocumentationVersion (p. 47)
DomainName (p. 48)
GatewayResponse (p. 48)
Integration (p. 48)
IntegrationResponse (p. 49)
Method (p. 49)
MethodResponse (p. 49)
Model (p. 49)
RequestValidator (p. 49)
Resource (p. 49)
RestApi (p. 50)
Stage (p. 51)
Template (p. 51)
UsagePlan (p. 51)
UsagePlanKey (p. 52)
VpcLink (p. 52)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 54)
aws:TagKeys (p. 54)

GET

特定のリソースを読み取るアク
セス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ApiKey (p. 46)
ApiKeys (p. 46)
Authorizer (p. 46)
Authorizers (p. 47)
BasePathMapping (p. 47)
BasePathMappings (p. 47)
ClientCertificate (p. 47)
ClientCertificates (p. 47)
Deployment (p. 47)
Deployments (p. 47)
DocumentationPart (p. 47)
DocumentationParts (p. 47)
DocumentationVersion (p. 47)
DocumentationVersions (p. 47)
DomainName (p. 48)
DomainNames (p. 48)
GatewayResponse (p. 48)
GatewayResponses (p. 48)
Integration (p. 48)
IntegrationResponse (p. 49)
Method (p. 49)
MethodResponse (p. 49)
Model (p. 49)
Models (p. 49)
RequestValidator (p. 49)
RequestValidators (p. 49)
Resource (p. 49)
Resources (p. 49)
RestApi (p. 50)
RestApis (p. 51)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Sdk (p. 51)
Stage (p. 51)
Stages (p. 51)
UsagePlan (p. 51)
UsagePlanKey (p. 52)
UsagePlanKeys (p. 52)
UsagePlans (p. 52)
VpcLink (p. 52)
VpcLinks (p. 52)
PATCH

特定のリソースを更新する許可
を付与

書き込み

Account (p. 46)
ApiKey (p. 46)
Authorizer (p. 46)
BasePathMapping (p. 47)
ClientCertificate (p. 47)
Deployment (p. 47)
DocumentationPart (p. 47)
DocumentationVersion (p. 47)
DomainName (p. 48)
GatewayResponse (p. 48)
Integration (p. 48)
IntegrationResponse (p. 49)
Method (p. 49)
MethodResponse (p. 49)
Model (p. 49)
RequestValidator (p. 49)
Resource (p. 49)
RestApi (p. 50)
Stage (p. 51)
Template (p. 51)
UsagePlan (p. 51)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

UsagePlanKey (p. 52)
VpcLink (p. 52)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 54)
aws:TagKeys (p. 54)
POST

トラッカーリソースを作成する
許可を付与

書き込み

ApiKeys (p. 46)
Authorizers (p. 47)
BasePathMappings (p. 47)
ClientCertificates (p. 47)
Deployments (p. 47)
DocumentationParts (p. 47)
DocumentationVersions (p. 47)
DomainNames (p. 48)
GatewayResponses (p. 48)
IntegrationResponse (p. 49)
MethodResponse (p. 49)
Models (p. 49)
RequestValidators (p. 49)
Resources (p. 49)
RestApis (p. 51)
Stages (p. 51)
UsagePlanKeys (p. 52)
UsagePlans (p. 52)
VpcLinks (p. 52)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 54)
aws:TagKeys (p. 54)

PUT

特定のリソースを更新する許可
を付与

Write

DocumentationPart (p. 47)
GatewayResponse (p. 48)
IntegrationResponse (p. 49)
MethodResponse (p. 49)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

RestApi (p. 50)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 54)
aws:TagKeys (p. 54)
ドメイン名から相互 TLS 認証
Permissions DomainName (p. 48)
RemoveCertificateFromDomain
用の証明書を削除する許可を付
management
DomainNames (p. 48)
与。これは、mTLS の機密性のた
め、DomainName リソースを管
理するための追加の承認制御方
法です。
SetWebACL

WAF アクセスコントロールリ
スト (ACL) を設定する許可を付
与。これは、WebAcl の機密性が
高いため、ステージリソースを
管理するための追加の承認制御
方法です。

Permissions Stage (p. 51)
management
Stages (p. 51)

API の IAM リソースポリシーを
Permissions RestApi (p. 50)
UpdateRestApiPolicy
管理する許可を付与。これは、
management
RestApis (p. 51)
リソースポリシーの機密性が高
いため、API を管理するための追
加の承認制御方法です。

Amazon API Gateway Management で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 41)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Account

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
account

ApiKey

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apikeys/${ApiKeyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

ApiKeys

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apikeys

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Authorizer

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/authorizers/
${AuthorizerId}

apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 52)
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リソースタイプ ARN

条件キー
apigateway:Resource/
AuthorizerType (p. 53)
apigateway:Resource/
AuthorizerUri (p. 53)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Authorizers

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/authorizers

apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 52)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
BasePathMappingdomainnames/${DomainName}/basepathmappings/
${BasePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
BasePathMappings
domainnames/${DomainName}/basepathmappings

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
ClientCertificate clientcertificates/${ClientCertificateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
ClientCertificates clientcertificates

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Deployment

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/deployments/
${DeploymentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Deployments

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/deployments

apigateway:Request/
StageName (p. 53)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
DocumentationPart
restapis/${RestApiId}/documentation/parts/
${DocumentationPartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
DocumentationParts
restapis/${RestApiId}/documentation/parts

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
DocumentationVersion
restapis/${RestApiId}/documentation/
versions/${DocumentationVersionId}
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
DocumentationVersions
restapis/${RestApiId}/documentation/versions
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リソースタイプ ARN

条件キー

DomainName

apigateway:Request/
EndpointType (p. 53)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
domainnames/${DomainName}

apigateway:Request/
MtlsTrustStoreUri (p. 53)
apigateway:Request/
MtlsTrustStoreVersion (p. 53)
apigateway:Request/
SecurityPolicy (p. 53)
apigateway:Resource/
EndpointType (p. 54)
apigateway:Resource/
MtlsTrustStoreUri (p. 54)
apigateway:Resource/
MtlsTrustStoreVersion (p. 54)
apigateway:Resource/
SecurityPolicy (p. 54)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)
DomainNames

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
domainnames

apigateway:Request/
EndpointType (p. 53)
apigateway:Request/
MtlsTrustStoreUri (p. 53)
apigateway:Request/
MtlsTrustStoreVersion (p. 53)
apigateway:Request/
SecurityPolicy (p. 53)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
GatewayResponse
restapis/${RestApiId}/gatewayresponses/
${ResponseType}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
GatewayResponses
restapis/${RestApiId}/gatewayresponses

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Integration

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/resources/
${ResourceId}/methods/${HttpMethodType}/
integration

48

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon API Gateway Management

リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
IntegrationResponse
restapis/${RestApiId}/resources/
${ResourceId}/methods/${HttpMethodType}/
integration/responses/${StatusCode}
Method

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/resources/
${ResourceId}/methods/${HttpMethodType}

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 52)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 53)
apigateway:Resource/
ApiKeyRequired (p. 53)
apigateway:Resource/
RouteAuthorizationType (p. 54)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
MethodResponse restapis/${RestApiId}/resources/
${ResourceId}/methods/${HttpMethodType}/
responses/${StatusCode}
Model

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/models/${ModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Models

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/models

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
RequestValidator restapis/${RestApiId}/requestvalidators/
${RequestValidatorId}
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
RequestValidatorsrestapis/${RestApiId}/requestvalidators
Resource

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/resources/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Resources

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/resources

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)
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リソースタイプ ARN

条件キー

RestApi

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 52)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}

apigateway:Request/
ApiName (p. 52)
apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 52)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 52)
apigateway:Request/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 53)
apigateway:Request/
EndpointType (p. 53)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 53)
apigateway:Resource/
ApiKeyRequired (p. 53)
apigateway:Resource/
ApiName (p. 53)
apigateway:Resource/
AuthorizerType (p. 53)
apigateway:Resource/
AuthorizerUri (p. 53)
apigateway:Resource/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 54)
apigateway:Resource/
EndpointType (p. 54)
apigateway:Resource/
RouteAuthorizationType (p. 54)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)
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リソースタイプ ARN

条件キー

RestApis

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 52)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis

apigateway:Request/
ApiName (p. 52)
apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 52)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 52)
apigateway:Request/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 53)
apigateway:Request/
EndpointType (p. 53)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 53)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)
Sdk

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/stages/${StageName}/
sdks/${SdkType}

Stage

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/stages/${StageName}

apigateway:Request/
AccessLoggingDestination (p. 52)
apigateway:Request/
AccessLoggingFormat (p. 52)
apigateway:Resource/
AccessLoggingDestination (p. 53)
apigateway:Resource/
AccessLoggingFormat (p. 53)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Stages

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${RestApiId}/stages

apigateway:Request/
AccessLoggingDestination (p. 52)
apigateway:Request/
AccessLoggingFormat (p. 52)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Template

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/models/${ModelName}/template

UsagePlan

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
usageplans/${UsagePlanId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

UsagePlans

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
usageplans

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

UsagePlanKey

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
usageplans/${UsagePlanId}/keys/${Id}

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
UsagePlanKeys usageplans/${UsagePlanId}/keys
VpcLink

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
vpclinks/${VpcLinkId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

VpcLinks

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
vpclinks

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 54)

Amazon API Gateway Management の条件キー
Amazon API Gateway Management では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

アクセスログの宛先によってアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateStage および UpdateStage 操作中に使用できます
AccessLoggingDestination

文字列

アクセスログ形式でアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateStage および UpdateStage 操作中に使用できます
AccessLoggingFormat

文字列

API キーが必要かどうかに基づいてアクセスをフィルタリン
apigateway:Request/ グします。CreateMethod および PutMethod 操作中に使用で
ApiKeyRequired
きます。インポートおよび再インポート時にコレクションと
しても使用できます

ArrayOfBool

API 名でアクセスをフィルタリングします。CreateRestApi
apigateway:Request/ および UpdateRestApi 操作中に使用できます
ApiName

文字列

TOKEN、REQUEST、JWT など、リクエスト内のオーソ
apigateway:Request/ ライザーの種類によってアクセスをフィルタリングしま
AuthorizerType
す。CreateAuthorizer および UpdateAuthorizer 中に使用でき
ます。ArrayOfString としてインポートおよび再インポート時
にも使用できます

ArrayOfString

Lambda オーソライザー関数の URI でアクセスをフィルタリ
apigateway:Request/ ングします。CreateAuthorizer および UpdateAuthorizer 中に
AuthorizerUri
使用できます。ArrayOfString としてインポートおよび再イン
ポート時にも使用できます

ArrayOfString
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条件キー

説明

タイプ

デフォルトの execute-api エンドポイントのステータスで
apigateway:Request/ アクセスをフィルタリングします。CreateRestApi および
DisableExecuteApiEndpoint
DeleteRestAPI 操作中に使用できます

Bool

エンドポイントタイプでアクセスをフィルタリングしま
ArrayOfString
apigateway:Request/ す。CreateDomainName、UpdateDomainName、CreateRestApi、
EndpointType
および UpdateRestApi 操作中に使用できます
相互 TLS 認証に使用されるトラストストアの URI でアク
apigateway:Request/ セスをフィルタリングします。CreateDomainName および
MtlsTrustStoreUri
UpdateDomainName 操作中に使用できます

文字列

相互 TLS 認証に使用されるトラストストアのバージョンでア
apigateway:Request/ クセスをフィルタリングします。CreateDomainName および
MtlsTrustStoreVersionUpdateDomainName 操作中に使用できます

文字列

NONE、AWS_IAM、CUSTOM、JWT、COGNITO_USER_POOLS
ArrayOfString
apigateway:Request/ などの認証タイプでアクセスをフィルタリングしま
RouteAuthorizationType
す。CreateMethod および PutMethod 操作中に使用でき、イ
ンポート時にコレクションとしても使用できます
TLS バージョンでアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateDomain および UpdateDomain 操作中に使用でき
SecurityPolicy
ます

ArrayOfString

作成しようとするデプロイのステージ名でアクセスをフィル
apigateway:Request/ タリングします。CreateDeployment 操作中に使用できます
StageName

文字列

現在のステージリソースのアクセスログの宛先でアクセスを
apigateway:Resource/フィルタリングします。UpdateStage および DeleteStage 操
AccessLoggingDestination
作中に使用できます

文字列

現在のステージリソースのアクセスログ形式でアクセスを
apigateway:Resource/フィルタリングします。UpdateStage および DeleteStage 操
AccessLoggingFormat作中に使用できます

文字列

既存のメソッドリソースに対して API キーが必要かどうかに
apigateway:Resource/基づいて、アクセスをフィルタリングします。PutMethod お
ApiKeyRequired
よび DeleteMethod 操作中に使用できます。再インポート時
にコレクションとしても使用できます

ArrayOfBool

既存の RestApi リソースの API 名でアクセスをフィルタリン
apigateway:Resource/グします。UpdateRestApi および DeleteRestApi 操作中に使
ApiName
用できます

文字列

TOKEN、REQUEST、JWT など、オーソライザー
apigateway:Resource/の現在のタイプでアクセスをフィルタリングしま
AuthorizerType
す。UpdateAuthorizer および DeleteAuthorizer 操作中に使用
できます。ArrayOfStringとして再インポート中にも使用でき
ます

ArrayOfString

Lambda オーソライザー関数の URI でアクセスをフィルタリ
apigateway:Resource/ングします。UpdateAuthorizer および DeleteAuthorizer 操作
AuthorizerUri
中に使用できます。ArrayOfStringとして再インポート中にも
使用できます

ArrayOfString
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条件キー

説明

タイプ

現在の RestApi リソースのデフォルトの execute-api エン
apigateway:Resource/ドポイントのステータスでアクセスをフィルタリングしま
DisableExecuteApiEndpoint
す。UpdateRestApi および DeleteRestApi 操作中に使用でき
ます

Bool

エンドポイントタイプでアクセスをフィルタリングしま
ArrayOfString
apigateway:Resource/す。UpdateDomainName、DeleteDomainName、UpdateRestApi、
EndpointType
および DeleteRestApi 操作中に使用できます
相互 TLS 認証に使用されるトラストストアの URI でアク
apigateway:Resource/セスをフィルタリングします。UpdateDomainName および
MtlsTrustStoreUri
DeleteDomainName 操作中に使用できます

文字列

相互 TLS 認証に使用されるトラストストアのバージョンでア 文字列
apigateway:Resource/クセスをフィルタリングします。UpdateDomainName および
MtlsTrustStoreVersionDeleteDomainName 操作中に使用できます
NONE、AWS_IAM、CUSTOM、JWT、COGNITO_USER_POOLS
ArrayOfString
apigateway:Resource/などの既存のメソッドリソースの認証タイプでアクセスを
RouteAuthorizationType
フィルタリングします。PutMethod および DeleteMethod 操
作中に使用できます。再インポート時にコレクションとして
も使用できます
TLS バージョンでアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Resource/す。UpdateDomain および DeleteDomain 操作中に使用でき
SecurityPolicy
ます

ArrayOfString

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon API Gateway Management V2 のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon API Gateway Management V2 (サービスプレフィックス: apigateway) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon API Gateway Management V2 で定義されたアクション (p. 55)
• Amazon API Gateway Management V2 で定義されるリソースタイプ (p. 58)
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• Amazon API Gateway Management V2 の条件キー (p. 61)

Amazon API Gateway Management V2 で定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DELETE

特定のリソースを削除する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

AccessLogSettings (p. 58)
Api (p. 58)
ApiMapping (p. 59)
Authorizer (p. 59)
AuthorizersCache (p. 60)
Cors (p. 60)
Deployment (p. 60)
Integration (p. 60)
IntegrationResponse (p. 60)
Model (p. 60)
Route (p. 60)
RouteRequestParameter (p. 61)
RouteResponse (p. 61)
RouteSettings (p. 61)
Stage (p. 61)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 64)
aws:TagKeys (p. 64)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GET

特定のリソースを読み取るアク
セス許可を付与します

読み込み

依存アク
ション

AccessLogSettings (p. 58)
Api (p. 58)
ApiMapping (p. 59)
ApiMappings (p. 59)
Apis (p. 59)
Authorizer (p. 59)
Authorizers (p. 59)
AuthorizersCache (p. 60)
Cors (p. 60)
Deployment (p. 60)
Deployments (p. 60)
ExportedAPI (p. 60)
Integration (p. 60)
IntegrationResponse (p. 60)
IntegrationResponses (p. 60)
Integrations (p. 60)
Model (p. 60)
ModelTemplate (p. 60)
Models (p. 60)
Route (p. 60)
RouteRequestParameter (p. 61)
RouteResponse (p. 61)
RouteResponses (p. 61)
RouteSettings (p. 61)
Routes (p. 61)
Stage (p. 61)
Stages (p. 61)

PATCH

特定のリソースを更新する許可
を付与

書き込み

Api (p. 58)
ApiMapping (p. 59)
Authorizer (p. 59)

56

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon API Gateway Management V2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Deployment (p. 60)
Integration (p. 60)
IntegrationResponse (p. 60)
Model (p. 60)
Route (p. 60)
RouteRequestParameter (p. 61)
RouteResponse (p. 61)
Stage (p. 61)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 64)
aws:TagKeys (p. 64)
POST

トラッカーリソースを作成する
許可を付与

書き込み

ApiMappings (p. 59)
Apis (p. 59)
Authorizers (p. 59)
Deployments (p. 60)
IntegrationResponses (p. 60)
Integrations (p. 60)
Models (p. 60)
RouteResponses (p. 61)
Routes (p. 61)
Stages (p. 61)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 64)
aws:TagKeys (p. 64)

PUT

特定のリソースを更新する許可
を付与

書き込み

Apis (p. 59)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 64)
aws:TagKeys (p. 64)
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Amazon API Gateway Management V2 で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 55)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
AccessLogSettings
apis/${ApiId}/stages/${StageName}/
accesslogsettings
Api

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 62)
apigateway:Request/
ApiName (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 62)
apigateway:Request/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 62)
apigateway:Request/
EndpointType (p. 62)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 62)
apigateway:Resource/
ApiKeyRequired (p. 63)
apigateway:Resource/
ApiName (p. 63)
apigateway:Resource/
AuthorizerType (p. 63)
apigateway:Resource/
AuthorizerUri (p. 63)
apigateway:Resource/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 63)
apigateway:Resource/
EndpointType (p. 63)
apigateway:Resource/
RouteAuthorizationType (p. 63)

58

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon API Gateway Management V2

リソースタイプ ARN

条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Apis

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/apis

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 62)
apigateway:Request/
ApiName (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 62)
apigateway:Request/
DisableExecuteApiEndpoint (p. 62)
apigateway:Request/
EndpointType (p. 62)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 62)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

ApiMapping

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
domainnames/${DomainName}/apimappings/
${ApiMappingId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

ApiMappings

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
domainnames/${DomainName}/apimappings

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Authorizer

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/authorizers/${AuthorizerId}

apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 62)
apigateway:Resource/
AuthorizerType (p. 63)
apigateway:Resource/
AuthorizerUri (p. 63)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Authorizers

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/authorizers

apigateway:Request/
AuthorizerType (p. 62)
apigateway:Request/
AuthorizerUri (p. 62)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
AuthorizersCacheapis/${ApiId}/stages/${StageName}/cache/
authorizers
Cors

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/cors

Deployment

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/deployments/${DeploymentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Deployments

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/deployments

apigateway:Request/
StageName (p. 63)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

ExportedAPI

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/exports/${Specification}

Integration

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/integrations/${IntegrationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Integrations

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/integrations

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

arn:${Partition}:apigateway:
IntegrationResponse
${Region}::/apis/${ApiId}/integrations/
${IntegrationId}/integrationresponses/
${IntegrationResponseId}
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
IntegrationResponses
apis/${ApiId}/integrations/${IntegrationId}/
integrationresponses
Model

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/models/${ModelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Models

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/models

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

ModelTemplate
Route

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/models/${ModelId}/template
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/routes/${RouteId}

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 62)
apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 62)
apigateway:Resource/
ApiKeyRequired (p. 63)
apigateway:Resource/
RouteAuthorizationType (p. 63)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)
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リソースタイプ ARN

条件キー

Routes

apigateway:Request/
ApiKeyRequired (p. 62)

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/routes

apigateway:Request/
RouteAuthorizationType (p. 62)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
RouteResponse apis/${ApiId}/routes/${RouteId}/
routeresponses/${RouteResponseId}
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
RouteResponses apis/${ApiId}/routes/${RouteId}/
routeresponses
arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
RouteRequestParameter
apis/${ApiId}/routes/${RouteId}/
requestparameters/${RequestParameterKey}
RouteSettings

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/stages/${StageName}/
routesettings/${RouteKey}

Stage

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/stages/${StageName}

apigateway:Request/
AccessLoggingDestination (p. 62)
apigateway:Request/
AccessLoggingFormat (p. 62)
apigateway:Resource/
AccessLoggingDestination (p. 63)
apigateway:Resource/
AccessLoggingFormat (p. 63)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Stages

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
apis/${ApiId}/stages

apigateway:Request/
AccessLoggingDestination (p. 62)
apigateway:Request/
AccessLoggingFormat (p. 62)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 64)

Amazon API Gateway Management V2 の条件キー
Amazon API Gateway Management V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。

61

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon API Gateway Management V2

すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

アクセスログの宛先によってアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateStage および UpdateStage 操作中に使用できます
AccessLoggingDestination

文字列

アクセスログ形式でアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateStage および UpdateStage 操作中に使用できます
AccessLoggingFormat

文字列

API キーが必要かどうかに基づいてアクセスをフィルタリン
apigateway:Request/ グします。CreateRoute および UpdateRoute 操作中に使用で
ApiKeyRequired
きます。インポートおよび再インポート時にコレクションと
しても使用できます

ArrayOfBool

API 名でアクセスをフィルタリングします。CreateApi および 文字列
apigateway:Request/ UpdateApi 操作中に使用できます
ApiName
REQUEST や JWTなど、リクエスト内のオーソライ
apigateway:Request/ ザーの種類によってアクセスをフィルタリングしま
AuthorizerType
す。CreateAuthorizer および UpdateAuthorizer 中に使用でき
ます。ArrayOfString としてインポートおよび再インポート時
にも使用できます

ArrayOfString

Lambda オーソライザー関数の URI でアクセスをフィルタリ
apigateway:Request/ ングします。CreateAuthorizer および UpdateAuthorizer 中に
AuthorizerUri
使用できます。ArrayOfString としてインポートおよび再イン
ポート時にも使用できます

ArrayOfString

デフォルトの execute-api エンドポイントのステータス
apigateway:Request/ でアクセスをフィルタリングします。CreateApi および
DisableExecuteApiEndpoint
UpdateApi 操作中に使用できます

Bool

エンドポイントタイプでアクセスをフィルタリングしま
文字列
apigateway:Request/ す。CreateDomainName、UpdateDomainName、CreateApi、
EndpointType
および UpdateApi 操作中に使用できます
相互 TLS 認証に使用されるトラストストアの URI でアク
apigateway:Request/ セスをフィルタリングします。CreateDomainName および
MtlsTrustStoreUri
UpdateDomainName 操作中に使用できます

文字列

相互 TLS 認証に使用されるトラストストアのバージョンでア
apigateway:Request/ クセスをフィルタリングします。CreateDomainName および
MtlsTrustStoreVersionUpdateDomainName 操作中に使用できます

文字列

NONE、AWS_IAM、CUSTOM、JWT などの認証タイプ
apigateway:Request/ でアクセスをフィルタリングします。CreateRoute および
RouteAuthorizationType
UpdateRoute 操作中に使用できます。インポート時にコレク
ションとしても使用できます

ArrayOfString

TLS バージョンでアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Request/ す。CreateDomain および UpdateDomain 操作中に使用でき
SecurityPolicy
ます

ArrayOfString
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条件キー

説明

タイプ

作成しようとするデプロイのステージ名でアクセスをフィル
apigateway:Request/ タリングします。CreateDeployment 操作中に使用できます
StageName

文字列

現在のステージリソースのアクセスログの宛先でアクセスを
apigateway:Resource/フィルタリングします。UpdateStage および DeleteStage 操
AccessLoggingDestination
作中に使用できます

文字列

現在のステージリソースのアクセスログ形式でアクセスを
apigateway:Resource/フィルタリングします。UpdateStage および DeleteStage 操
AccessLoggingFormat作中に使用できます

文字列

既存のルートリソースに API キーが必要かどうかに基づい
apigateway:Resource/てアクセスをフィルタリングします。UpdateRoute および
ApiKeyRequired
DeleteRoute 操作中に使用できます。再インポート時にコレ
クションとしても使用できます

ArrayOfBool

API 名でアクセスをフィルタリングします。UpdateApi およ
apigateway:Resource/び DeleteApi 操作中に使用できます
ApiName

文字列

REQUEST や JWTなど、オーソライザーの現在のタイプで
apigateway:Resource/アクセスをフィルタリングします。UpdateAuthorizer および
AuthorizerType
DeleteAuthorizer 操作中に使用できます。ArrayOfString とし
てインポートおよび再インポート時にも使用できます

ArrayOfString

現在の API に関連付けられた現在の Lambda オーソラ
apigateway:Resource/イザーの URI によってアクセスをフィルタリングしま
AuthorizerUri
す。UpdateAuthorizer と DeleteAuthorizer 中に使用できます
再インポート時にコレクションとしても使用できます

ArrayOfString

デフォルトの execute-api エンドポイントのステータスでア
apigateway:Resource/クセスをフィルタリングします。UpdateApi および DeleteApi
DisableExecuteApiEndpoint
操作中に使用できます

Bool

エンドポイントタイプでアクセスをフィルタリングしま
文字列
apigateway:Resource/す。UpdateDomainName、DeleteDomainName、UpdateApi、
EndpointType
および DeleteApi 操作中に使用できます
相互 TLS 認証に使用されるトラストストアの URI でアク
apigateway:Resource/セスをフィルタリングします。UpdateDomainName および
MtlsTrustStoreUri
DeleteDomainName 操作中に使用できます

文字列

相互 TLS 認証に使用されるトラストストアのバージョンでア 文字列
apigateway:Resource/クセスをフィルタリングします。UpdateDomainName および
MtlsTrustStoreVersionDeleteDomainName 操作中に使用できます
NONE、AWS_IAM、CUSTOM などの既存のルートリソー
apigateway:Resource/スの認証タイプによってアクセスをフィルタリングしま
RouteAuthorizationType
す。UpdateRoute および DeleteRoute 操作中に使用できま
す。再インポート時にコレクションとしても使用できます

ArrayOfString

TLS バージョンでアクセスをフィルタリングしま
apigateway:Resource/す。UpdateDomainName および DeleteDomainName 操作中
SecurityPolicy
に使用できます

ArrayOfString
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS App Mesh のアクション、リソース、および条件
キー
AWS App Mesh (サービスプレフィックス: appmesh) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS App Mesh で定義されるアクション (p. 64)
• AWS App Mesh で定義されるリソースタイプ (p. 68)
• AWS App Mesh の条件キー (p. 69)

AWS App Mesh で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想ゲートウェイに関連付けら
CreateGatewayRoute
れたゲートウェイルートを作成
する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

gatewayRoute* (p. 69)
virtualService (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

CreateMesh

サービスメッシュを作成する許
可を付与

書き込み

mesh* (p. 68)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

CreateRoute

仮想ルーターに関連付けられた
ルートを作成する許可を付与

書き込み

route* (p. 69)
virtualNode (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

サービスメッシュ内に仮想ゲー
CreateVirtualGateway
トウェイを作成する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

サービスメッシュ内に仮想ノー
CreateVirtualNodeドを作成する許可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 69)
virtualService (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

サービスメッシュ内に仮想ルー
CreateVirtualRouter
ターを作成する許可を付与

書き込み

virtualRouter* (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

サービスメッシュ内に仮想サー
CreateVirtualService
ビスを作成する許可を付与

書き込み

virtualService* (p. 69)
virtualNode (p. 69)
virtualRouter (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)
既存のゲートウェイルートを削
DeleteGatewayRoute
除する許可を付与

書き込み

gatewayRoute* (p. 69)

DeleteMesh

既存のサービスメッシュを削除
する許可を付与

書き込み

mesh* (p. 68)

DeleteRoute

既存のルートを削除する許可を
付与

書き込み

route* (p. 69)

既存の仮想ゲートウェイを削除
DeleteVirtualGateway
する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 69)

既存の仮想ノードを削除する許
DeleteVirtualNode可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 69)

既存の仮想ルーターを削除する
DeleteVirtualRouter
許可を付与

書き込み

virtualRouter* (p. 69)

既存の仮想サービスを削除する
DeleteVirtualService
許可を付与

書き込み

virtualService* (p. 69)

既存のゲートウェイルートを記
DescribeGatewayRoute
述する許可を付与

読み込み

gatewayRoute* (p. 69)

DescribeMesh

既存のサービスメッシュを記述
する許可を付与

読み込み

mesh* (p. 68)

DescribeRoute

既存のルートを記述する許可を
付与

読み込み

route* (p. 69)

既存の仮想ゲートウェイを記述
DescribeVirtualGateway
する許可を付与

読み込み

virtualGateway* (p. 69)

既存の仮想ノードを記述する許
DescribeVirtualNode
可を付与

読み込み

virtualNode* (p. 69)

既存の仮想ルーターを記述する
DescribeVirtualRouter
許可を付与

読み込み

virtualRouter* (p. 69)

既存の仮想サービスを記述する
DescribeVirtualService
許可を付与

読み込み

virtualService* (p. 69)

サービスメッシュ内の既存の
ListGatewayRoutes
ゲートウェイルートを一覧表示
する許可を付与

リスト

virtualGateway* (p. 69)

ListMeshes

既存のサービスメッシュを一覧
表示する許可を付与

リスト

ListRoutes

サービスメッシュ内の既存の
ルートを一覧表示する許可を付
与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

App Mesh リソースのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

リスト

依存アク
ション

gatewayRoute (p. 69)
mesh (p. 68)
route (p. 69)
virtualGateway (p. 69)
virtualNode (p. 69)
virtualRouter (p. 69)
virtualService (p. 69)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualGateways
想ゲートウェイを一覧表示する
許可を付与

リスト

mesh* (p. 68)

既存の仮想ノードを一覧表示す
ListVirtualNodes る許可を付与

リスト

mesh* (p. 68)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualRouters 想ルーターを一覧表示する許可
を付与

リスト

mesh* (p. 68)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualServices想サービスを一覧表示する許可
を付与

リスト

mesh* (p. 68)

App Mesh エンドポイント
StreamAggregatedResources
(VirtualNode/VirtualGateway) の
ストリームリソースを受信する
許可を付与

読み込み

virtualGateway (p. 69)

TagResource

タグ付け

指定された resourceArn でリ
ソースにタグを付けるためのア
クセス権限を付与します

virtualNode (p. 69)
gatewayRoute (p. 69)
mesh (p. 68)
route (p. 69)
virtualGateway (p. 69)
virtualNode (p. 69)
virtualRouter (p. 69)
virtualService (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 69)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

gatewayRoute (p. 69)
mesh (p. 68)
route (p. 69)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

virtualGateway (p. 69)
virtualNode (p. 69)
virtualRouter (p. 69)
virtualService (p. 69)
aws:TagKeys (p. 69)
指定されたサービスメッシュお
UpdateGatewayRoute
よび仮想ゲートウェイの既存の
ゲートウェイルートを更新する
許可を付与

書き込み

gatewayRoute* (p. 69)

UpdateMesh

既存のサービスメッシュを更新
する許可を付与

書き込み

mesh* (p. 68)

UpdateRoute

指定されたサービスメッシュお
よび仮想ルーターの既存のルー
トを更新する許可を付与

書き込み

route* (p. 69)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualGateway
の既存の仮想ゲートウェイを更
新する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 69)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualNode
の既存の仮想ノードを更新する
許可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 69)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualRouter
の既存の仮想ルーターを更新す
る許可を付与

書き込み

virtualRouter* (p. 69)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualService
の既存の仮想サービスを更新す
る許可を付与

書き込み

virtualService* (p. 69)

virtualService (p. 69)

virtualNode (p. 69)

virtualNode (p. 69)
virtualRouter (p. 69)

AWS App Mesh で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 64)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

mesh

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

virtualService

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualService/
${VirtualServiceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

virtualNode

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualNode/
${VirtualNodeName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

virtualRouter

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/
${VirtualRouterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

route

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/
${VirtualRouterName}/route/${RouteName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

virtualGateway

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/
${VirtualGatewayName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

gatewayRoute

arn:${Partition}:appmesh:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/
${VirtualGatewayName}/gatewayRoute/
${GatewayRouteName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 69)

AWS App Mesh の条件キー
AWS App Mesh では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスによってア
クションをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアによって
アクションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスによってアクションを
フィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS App Mesh Preview のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS App Mesh Preview (サービスプレフィックス: appmesh-preview) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS App Mesh Preview で定義されるアクション (p. 70)
• AWS App Mesh Preview で定義されるリソースタイプ (p. 73)
• AWS App Mesh Preview の条件キー (p. 73)

AWS App Mesh Preview で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想ゲートウェイに関連付けら
CreateGatewayRoute
れたゲートウェイルートを作成
する許可を付与

書き込み

CreateMesh

サービスメッシュを作成する許
可を付与

書き込み

mesh* (p. 73)

CreateRoute

仮想ルーターに関連付けられた
ルートを作成する許可を付与

書き込み

route* (p. 73)

サービスメッシュ内に仮想ゲー
CreateVirtualGateway
トウェイを作成する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 73)

サービスメッシュ内に仮想ノー
CreateVirtualNodeドを作成する許可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 73)

サービスメッシュ内に仮想ルー
CreateVirtualRouter
ターを作成する許可を付与

書き込み
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virtualRouter* (p. 73)
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ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービスメッシュ内に仮想サー
CreateVirtualService
ビスを作成する許可を付与

書き込み

virtualService* (p. 73)
virtualNode (p. 73)
virtualRouter (p. 73)

既存のゲートウェイルートを削
DeleteGatewayRoute
除する許可を付与

書き込み

gatewayRoute* (p. 73)

DeleteMesh

既存のサービスメッシュを削除
する許可を付与

書き込み

mesh* (p. 73)

DeleteRoute

既存のルートを削除する許可を
付与

書き込み

route* (p. 73)

既存の仮想ゲートウェイを削除
DeleteVirtualGateway
する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 73)

既存の仮想ノードを削除する許
DeleteVirtualNode可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 73)

既存の仮想ルーターを削除する
DeleteVirtualRouter
許可を付与

書き込み

virtualRouter* (p. 73)

既存の仮想サービスを削除する
DeleteVirtualService
許可を付与

書き込み

virtualService* (p. 73)

既存のゲートウェイルートを記
DescribeGatewayRoute
述する許可を付与

読み込み

gatewayRoute* (p. 73)

DescribeMesh

既存のサービスメッシュを記述
する許可を付与

読み込み

mesh* (p. 73)

DescribeRoute

既存のルートを記述する許可を
付与

読み込み

route* (p. 73)

既存の仮想ゲートウェイを記述
DescribeVirtualGateway
する許可を付与

読み込み

virtualGateway* (p. 73)

既存の仮想ノードを記述する許
DescribeVirtualNode
可を付与

読み込み

virtualNode* (p. 73)

既存の仮想ルーターを記述する
DescribeVirtualRouter
許可を付与

読み込み

virtualRouter* (p. 73)

既存の仮想サービスを記述する
DescribeVirtualService
許可を付与

読み込み

virtualService* (p. 73)

サービスメッシュ内の既存の
ListGatewayRoutes
ゲートウェイルートを一覧表示
する許可を付与

リスト

virtualGateway* (p. 73)

ListMeshes

リスト

既存のサービスメッシュを一覧
表示する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListRoutes

サービスメッシュ内の既存の
ルートを一覧表示する許可を付
与

リスト

virtualRouter* (p. 73)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualGateways
想ゲートウェイを一覧表示する
許可を付与

リスト

mesh* (p. 73)

既存の仮想ノードを一覧表示す
ListVirtualNodes る許可を付与

リスト

mesh* (p. 73)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualRouters 想ルーターを一覧表示する許可
を付与

リスト

mesh* (p. 73)

サービスメッシュ内の既存の仮
ListVirtualServices想サービスを一覧表示する許可
を付与

リスト

mesh* (p. 73)

App Mesh エンドポイント
StreamAggregatedResources
(VirtualNode/VirtualGateway) の
ストリームリソースを受信する
許可を付与

Read

virtualGateway (p. 73)

指定されたサービスメッシュお
UpdateGatewayRoute
よび仮想ゲートウェイの既存の
ゲートウェイルートを更新する
許可を付与

書き込み

UpdateMesh

既存のサービスメッシュを更新
する許可を付与

書き込み

mesh* (p. 73)

UpdateRoute

指定されたサービスメッシュお
よび仮想ルーターの既存のルー
トを更新する許可を付与

書き込み

route* (p. 73)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualGateway
の既存の仮想ゲートウェイを更
新する許可を付与

書き込み

virtualGateway* (p. 73)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualNode
の既存の仮想ノードを更新する
許可を付与

書き込み

virtualNode* (p. 73)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualRouter
の既存の仮想ルーターを更新す
る許可を付与

書き込み

virtualRouter* (p. 73)

指定されたサービスメッシュ内
UpdateVirtualService
の既存の仮想サービスを更新す
る許可を付与

Write

virtualService* (p. 73)

virtualNode (p. 73)
gatewayRoute* (p. 73)
virtualService (p. 73)

virtualNode (p. 73)

virtualNode (p. 73)
virtualRouter (p. 73)
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AWS App Mesh Preview で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 70)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

mesh

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}

virtualService

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualService/
${VirtualServiceName}

virtualNode

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualNode/
${VirtualNodeName}

virtualRouter

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/
${VirtualRouterName}

route

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualRouter/
${VirtualRouterName}/route/${RouteName}

virtualGateway

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/
${VirtualGatewayName}

gatewayRoute

arn:${Partition}:appmesh-preview:${Region}:
${Account}:mesh/${MeshName}/virtualGateway/
${VirtualGatewayName}/gatewayRoute/
${GatewayRouteName}

AWS App Mesh Preview の条件キー
App Mesh Preview には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS App Runner のアクション、リソース、および条
件キー
AWS App Runner (サービスプレフィックス: apprunner) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS App Runner で定義されるアクション (p. 74)
• AWS App Runner で定義されるリソースタイプ (p. 78)
• AWS App Runner の条件キー (p. 78)

AWS App Runner で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

App Runner サービスの AWS
AssociateCustomDomain
App Runner サブドメイン URL
に自身のドメイン名を関連付け
るアクセス許可を付与します

書き込み

service* (p. 78)

AWS App Runner オートスケー
CreateAutoScalingConfiguration
リング設定リソースを作成する
アクセス許可を付与します

書き込み

autoscalingconfiguration* (p. 78)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)
aws:TagKeys (p. 79)

AWS App Runner 接続リソース
CreateConnectionを作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

connection* (p. 78)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)
aws:TagKeys (p. 79)

AWS App Runner オブザーバビ
CreateObservabilityConfiguration
リティ設定リソースを作成する
アクセス許可を付与します

書き込み

observabilityconfiguration* (p. 78)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)
aws:TagKeys (p. 79)

CreateService

AWS App Runner サービスリ
ソースを作成するための許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

connection (p. 78)
observabilityconfiguration (p. 78)
vpcconnector (p. 78)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)
aws:TagKeys (p. 79)
apprunner:ConnectionArn (p. 79)

apprunner:AutoScalingConfigurationArn

apprunner:ObservabilityConfigurationAr
apprunner:VpcConnectorArn (p. 79)
AWS App Runner VPC コネクタ
CreateVpcConnector
リソースを作成するための許可
を付与します

書き込み

vpcconnector* (p. 78)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)
aws:TagKeys (p. 79)

AWS App Runner オートスケー
DeleteAutoScalingConfiguration
リング設定リソースを削除する
アクセス許可を付与します

書き込み

autoscalingconfiguration* (p. 78)

AWS App Runner 接続リソース
DeleteConnectionを削除するための許可を付与し
ます

書き込み

connection* (p. 78)

AWS App Runner オブザーバビ
DeleteObservabilityConfiguration
リティ設定リソースを削除する
アクセス許可を付与します

書き込み

observabilityconfiguration* (p. 78)

DeleteService

書き込み

service* (p. 78)

AWS App Runner VPC コネクタ
DeleteVpcConnector
リソースを削除するための許可
を付与します

書き込み

vpcconnector* (p. 78)

AWS App Runner オートスケー
DescribeAutoScalingConfiguration
リング設定リソースの説明を取
得するための許可を付与します

読み込み

autoscalingconfiguration* (p. 78)

AWS App Runner サービスに関
DescribeCustomDomains
連付けられたカスタムドメイン
名の説明を取得するアクセス許
可を付与します

読み込み

service* (p. 78)

AWS App Runner サービスリ
ソースを削除するための許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS App Runner オブザーバビ
DescribeObservabilityConfiguration
リティ設定リソースの説明を取
得するアクセス許可を付与しま
す

読み込み

observabilityconfiguration* (p. 78)

AWS App Runner サービスで発
DescribeOperation生したオペレーションの説明を
取得するための許可を付与しま
す

読み込み

service* (p. 78)

AWS App Runner サービスリ
DescribeService ソースの説明を取得するための
許可を付与します

読み込み

service* (p. 78)

AWS App Runner VPC コネクタ
DescribeVpcConnector
リソースの説明を取得するため
の許可を付与します

読み込み

vpcconnector* (p. 78)

AWS App Runner サービスから
DisassociateCustomDomain
カスタムドメイン名の関連付け
を解除するアクセス許可を付与
します

書き込み

service* (p. 78)

AWS アカウント の AWS App
ListAutoScalingConfigurations
Runner オートスケーリング設定
のリストを取得するアクセス許
可を付与します

リスト

AWS アカウント の AWS App
ListConnections Runner 接続リストを取得するた
めの許可を付与します

リスト

AWS アカウント の AWS App
ListObservabilityConfigurations
Runner オブザーバビリティ設定
のリストを取得するアクセス許
可を付与します

リスト

ListOperations

AWS App Runner サービスリ
ソースで発生したオペレーショ
ンのリストを取得するための許
可を付与します

リスト

ListServices

AWS アカウント で実行中の
AWS App Runner サービスのリ
ストを取得するアクセス許可を
付与します

リスト

AWS App Runner リソースに関
ListTagsForResource
連付けられたタグを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

読み込み

service* (p. 78)

autoscalingconfiguration (p. 78)
connection (p. 78)
observabilityconfiguration (p. 78)
service (p. 78)
vpcconnector (p. 78)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS アカウント の AWS App
リスト
ListVpcConnectorsRunner VPC コネクタリストを取
得するための許可を付与します
PauseService

アクティブな AWS App Runner
サービスを一時停止するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

service* (p. 78)

アクティブな AWS App Runner
ResumeService サービスを再開するアクセス許
可を付与します

書き込み

service* (p. 78)

AWS App Runner サービスへの
StartDeployment 手動デプロイを開始するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

service* (p. 78)

TagResource

タグ付け

autoscalingconfiguration (p. 78)

AWS App Runner リソースにタ
グを追加したり、タグ値を更新
するための許可を付与します

connection (p. 78)
observabilityconfiguration (p. 78)
service (p. 78)
vpcconnector (p. 78)
aws:TagKeys (p. 79)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 79)

AWS App Runner リソースから
UntagResource タグを削除するための許可を付
与します

タグ付け

autoscalingconfiguration (p. 78)
connection (p. 78)
observabilityconfiguration (p. 78)
service (p. 78)
vpcconnector (p. 78)
aws:TagKeys (p. 79)

UpdateService

AWS App Runner サービスリ
ソースを更新するための許可を
付与します

書き込み

service* (p. 78)
autoscalingconfiguration (p. 78)
connection (p. 78)
observabilityconfiguration (p. 78)
vpcconnector (p. 78)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

apprunner:ConnectionArn (p. 79)

apprunner:AutoScalingConfigurationArn

apprunner:ObservabilityConfigurationAr
apprunner:VpcConnectorArn (p. 79)

AWS App Runner で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 74)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

service

arn:${Partition}:apprunner:${Region}:
${Account}:service/${ServiceName}/
${ServiceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 79)

connection

arn:${Partition}:apprunner:${Region}:
${Account}:connection/${ConnectionName}/
${ConnectionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 79)

arn:${Partition}:apprunner:${Region}:
autoscalingconfiguration
${Account}:autoscalingconfiguration/
${AutoscalingConfigurationName}/
${AutoscalingConfigurationVersion}/
${AutoscalingConfigurationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 79)

arn:${Partition}:apprunner:${Region}:
observabilityconfiguration
${Account}:observabilityconfiguration/
${ObservabilityConfigurationName}/
${ObservabilityConfigurationVersion}/
${ObservabilityConfigurationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 79)

vpcconnector

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 79)

arn:${Partition}:apprunner:${Region}:
${Account}:vpcconnector/${VpcConnectorName}/
${VpcConnectorVersion}/${VpcConnectorId}

AWS App Runner の条件キー
AWS App Runner では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

関連付けられた AutoScalingConfiguration リソースの ARN
apprunner:AutoScalingConfigurationArn
に基づいた CreateService アクションと UpdateService アク
ションによって、アクセスをフィルタリングします

ARN

関連付けられた接続リソースの ARN に基づいた
apprunner:ConnectionArn
CreateService アクションと UpdateService アクションに
よって、アクセスをフィルタリングします

ARN

関連付けられた ObservabilityConfiguration リソースの ARN
apprunner:ObservabilityConfigurationArn
に基づいた CreateService アクションと UpdateService アク
ションで、アクセスをフィルタリングします

ARN

関連付けられた VpcConnector リソースの ARN に基づいた
apprunner:VpcConnectorArn
CreateService アクションと UpdateService アクションに
よって、アクセスをフィルタリングします

ARN

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS AppConfig のアクション、リソース、および条
件キー
AWS AppConfig (サービスプレフィックス: appconfig) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS AppConfig で定義されるアクション (p. 79)
• AWS AppConfig で定義されるリソースタイプ (p. 84)
• AWS AppConfig の条件キー (p. 85)

AWS AppConfig で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与。

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

設定プロファイルを作成する許
CreateConfigurationProfile
可を付与。

Write

application* (p. 85)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

デプロイ戦略を作成する許可を
CreateDeploymentStrategy
付与。

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

環境を作成する許可を付与
CreateEnvironment

書き込み

application* (p. 85)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

CreateExtension

拡張機能を作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

拡張機能の関連付けを作成する
CreateExtensionAssociation
許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

ホストされた設定バージョンを
CreateHostedConfigurationVersion
作成する許可を付与。

Write

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

Write

application* (p. 85)

設定プロファイルを削除する許
DeleteConfigurationProfile
可を付与。

Write

application* (p. 85)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

デプロイ戦略を削除する許可を
DeleteDeploymentStrategy
付与。

Write

deploymentstrategy* (p. 85)

環境を削除する許可を付与しま
DeleteEnvironment
す

書き込み

application* (p. 85)

拡張機能を削除する許可を付与

書き込み

extension* (p. 85)

拡張機能の関連付けを削除する
DeleteExtensionAssociation
許可を付与

書き込み

extensionassociation* (p. 85)

ホストされた設定バージョンを
DeleteHostedConfigurationVersion
削除する許可を付与。

Write

application* (p. 85)

DeleteExtension

environment* (p. 85)

configurationprofile* (p. 85)
hostedconfigurationversion* (p. 85)

GetApplication

アプリケーションの詳細を表示
する許可を付与。

Read

設定の詳細を表示する許可を付
GetConfiguration 与。

Read

application* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
environment* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

設定プロファイルの詳細を表示
GetConfigurationProfile
する許可を付与。

Read

application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

デプロイの詳細を表示する許可
GetDeployment を付与。

Read

application* (p. 85)
deployment* (p. 85)
environment* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

デプロイ戦略の詳細を表示する
GetDeploymentStrategy
許可を付与。

Read

環境の詳細を表示する許可を付
GetEnvironment 与。

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
GetExtension

拡張機能に関する詳細を表示す
る許可を付与

読み取り

拡張機能の関連付けに関する詳
GetExtensionAssociation
細を表示する許可を付与

読み取り

ホストされた設定バージョンの
GetHostedConfigurationVersion
詳細を表示する許可を付与。

読み取り

extension* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
extensionassociation* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
hostedconfigurationversion* (p. 85)

セキュリティ設定を取得する許
GetLatestConfiguration
可を付与。

読み取り

アカウントのアプリケーション
ListApplications を一覧表示する許可を付与。

リスト

アプリケーションの設定プロ
ListConfigurationProfiles
ファイルを一覧表示する許可を
付与。

リスト

アカウントのデプロイ戦略を一
ListDeploymentStrategies
覧表示する許可を付与。

リスト

環境のデプロイを一覧表示する
ListDeployments 許可を付与。

リスト

アプリケーションの環境を一覧
ListEnvironments 表示する許可を付与。

リスト

アカウント内の拡張機能の関連
ListExtensionAssociations
付けを一覧表示する許可を付与

リスト

ListExtensions

アカウントの拡張機能を一覧表
示する許可を付与。

リスト

設定プロファイルのホストされ
ListHostedConfigurationVersions
た設定バージョンを一覧表示す
る許可を付与。

リスト

指定したリソースのリソースタ
ListTagsForResource
グのリストを表示する許可を付
与

読み取り

configuration* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

application* (p. 85)

application* (p. 85)
environment* (p. 85)
application* (p. 85)

application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
application (p. 85)
configurationprofile (p. 85)
deployment (p. 85)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

deploymentstrategy (p. 85)
environment (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
設定セッションを開始するアク
StartConfigurationSession
セス許可を付与します

書き込み

デプロイを開始する許可を付
StartDeployment 与。

Write

configuration* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
deploymentstrategy* (p. 85)
environment* (p. 85)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:TagKeys (p. 86)

デプロイを停止する許可を付
StopDeployment 与。

書き込み

application* (p. 85)
deployment* (p. 85)
environment* (p. 85)

TagResource

appconfig リソースにタグを付け
るアクセス許可を付与します。

タグ付け

application (p. 85)
configuration (p. 85)
configurationprofile (p. 85)
deployment (p. 85)
deploymentstrategy (p. 85)
environment (p. 85)
extension (p. 85)
extensionassociation (p. 85)
aws:TagKeys (p. 86)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 86)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

appconfig リソースのタグを解除
UntagResource する許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

configurationprofile (p. 85)
deployment (p. 85)
deploymentstrategy (p. 85)
environment (p. 85)
extension (p. 85)
extensionassociation (p. 85)
aws:TagKeys (p. 86)
アプリケーションを変更する許
UpdateApplication可を付与。

Write

設定プロファイルを変更する許
UpdateConfigurationProfile
可を付与。

Write

application* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

デプロイ戦略を変更する許可を
UpdateDeploymentStrategy
付与。

Write

環境を変更する許可を付与。
UpdateEnvironment

書き込み

deploymentstrategy* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
environment* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

UpdateExtension

拡張機能を変更する許可を付与

書き込み

extension* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

拡張機能の関連付けを変更する
UpdateExtensionAssociation
許可を付与

書き込み

設定を検証する許可を付与。
ValidateConfiguration

Write

extensionassociation* (p. 85)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)
application* (p. 85)
configurationprofile* (p. 85)

AWS AppConfig で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 79)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

application

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

environment

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationId}/
environment/${EnvironmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

arn:${Partition}:appconfig:
configurationprofile
${Region}:${Account}:application/
${ApplicationId}/configurationprofile/
${ConfigurationProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
deploymentstrategy
${Account}:deploymentstrategy/
${DeploymentStrategyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

deployment

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationId}/
environment/${EnvironmentId}/deployment/
${DeploymentNumber}

arn:${Partition}:appconfig:
hostedconfigurationversion
${Region}:${Account}:application/
${ApplicationId}/configurationprofile/
${ConfigurationProfileId}/
hostedconfigurationversion/${VersionNumber}
configuration

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationId}/
environment/${EnvironmentId}/configuration/
${ConfigurationProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

extension

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
${Account}:extension/${ExtensionId}/
${ExtensionVersionNumber}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

arn:${Partition}:appconfig:${Region}:
extensionassociation
${Account}:extensionassociation/
${ExtensionAssociationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 86)

AWS AppConfig の条件キー
AWS AppConfig では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

指定されたタグに許可された値のセットに基づいてアクセス
をフィルタリングします。

文字列

AWS リソースに割り当てられたタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon AppFlow のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon AppFlow (サービスプレフィックス: appflow) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon AppFlow で定義されるアクション (p. 86)
• Amazon AppFlow で定義されるリソースタイプ (p. 89)
• Amazon AppFlow の条件キー (p. 89)

Amazon AppFlow で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon AppFlow フローで使用
CreateConnectorProfile
するログインプロファイルを作
成する許可を付与。

書き込み

CreateFlow

書き込み

Amazon AppFlow フローを作成
する許可を付与。

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 90)
aws:TagKeys (p. 90)

Amazon AppFlow で設定された
DeleteConnectorProfile
ログインプロファイルを削除す
る許可を付与。

書き込み

connectorprofile* (p. 89)

DeleteFlow

書き込み

flow* (p. 89)

Amazon AppFlow フローを削除
する許可を付与。

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 90)
aws:TagKeys (p. 90)

Amazon AppFlow に登録された
DescribeConnector
コネクタの詳細を取得する許可
を付与

読み込み

connector* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定され
DescribeConnectorEntity
たログインプロファイルにオブ
ジェクトのすべてのフィールド
を記述する許可を付与。

読み込み

connectorprofile* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定され
DescribeConnectorFields
たログインプロファイルにオブ
[アクセス許可
ジェクトのすべてのフィールド
のみ]
を記述する許可を付与 (コンソー
ルのみ)。

読み込み

connectorprofile* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定された
DescribeConnectorProfiles
すべてのログインプロファイル
を記述する許可を付与。

読み込み

Amazon AppFlow によってサ
DescribeConnectors
ポートされているすべてのコネ
クタを記述する許可を付与。

読み込み

DescribeFlow

読み込み

Amazon AppFlow で設定された
特定のフローを記述する許可を
付与。

Amazon AppFlow で設定された
DescribeFlowExecution
フローのすべてのフロー実行を
[アクセス許可
記述する許可を付与 (コンソール
のみ]
のみ)。

読み込み

flow* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定された
DescribeFlowExecutionRecords
フローのすべてのフロー実行を
記述する許可を付与。

読み込み

flow* (p. 89)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeFlows
[アクセス許可
のみ]

Amazon AppFlow で設定された
すべてのフローを記述するアク
セス許可を付与 (コンソールの
み)。

読み込み

Amazon AppFlow で設定された
ListConnectorEntities
ログインプロファイルのすべて
のオブジェクトを一覧表示する
許可を付与。

リスト

connectorprofile* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定された
ListConnectorFields
ログインプロファイルのすべて
[アクセス許可
のオブジェクトを一覧表示する
のみ]
許可を付与 (コンソールのみ)。

読み込み

connectorprofile* (p. 89)

ListConnectors Amazon AppFlow でサポートさ
れているすべてのコネクタを一
覧表示する許可を付与

リスト

connector* (p. 89)

ListFlows

リスト

flow* (p. 89)

フローのタグをリストする許可
ListTagsForResource
を付与。

読み込み

flow* (p. 89)

Amazon AppFlow コネクタを登
RegisterConnector録する許可を付与

書き込み

Amazon AppFlow で設定された
すべてのフローを一覧表示する
許可を付与。

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 90)
aws:TagKeys (p. 90)

RunFlow [アク
セス許可のみ]

Amazon AppFlow で設定された
フローを実行する許可を付与 (コ
ンソールのみ)。

書き込み

flow* (p. 89)

StartFlow

Amazon AppFlow で設定された
フローを有効化 (スケジュールさ
れたフローおよびイベントでト
リガーされるフローの場合) また
は実行 (オンデマンドフローの場
合) する許可を付与。

書き込み

flow* (p. 89)

StopFlow

Amazon AppFlow で設定された
スケジュールされたフローまた
はイベントでトリガーされるフ
ローを無効化する許可を付与。

書き込み

flow* (p. 89)

TagResource

フローにタグを付けるアクセス
許可を付与

タグ付け

flow* (p. 89)
aws:TagKeys (p. 90)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 90)

Amazon AppFlow のコネクタを
UnRegisterConnector
登録解除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 90)
aws:TagKeys (p. 90)
フローのタグを解除する許可を
UntagResource 付与。

タグ付け

flow* (p. 89)

Amazon AppFlow で設定された
UpdateConnectorProfile
ログインプロファイルを更新す
る許可を付与。

書き込み

connectorprofile* (p. 89)

UpdateFlow

Amazon AppFlow で設定された
フローを更新する許可を付与。

書き込み

flow* (p. 89)

Amazon AppFlow でフローを
UseConnectorProfile
作成するときに、コネクタプロ
[アクセス許可
ファイルを使用する許可を付与
のみ]

書き込み

connectorprofile* (p. 89)

aws:TagKeys (p. 90)

Amazon AppFlow で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 86)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:appflow:${Region}:
connectorprofile ${Account}:connectorprofile/${ProfileName}
flow

arn:${Partition}:appflow:${Region}:
${Account}:flow/${FlowName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 90)

connector

arn:${Partition}:appflow:${Region}:
${Account}:connector/${ConnectorLabel}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 90)

Amazon AppFlow の条件キー
Amazon AppFlow では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

リクエスト内の必須タグが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon AppIntegrations のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon AppIntegrations (サービスプレフィックス: app-integrations) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon AppIntegrations によって定義されたアクション (p. 90)
• Amazon AppIntegrations によって定義されたリソースタイプ (p. 93)
• Amazon AppIntegrations の条件キー (p. 94)

Amazon AppIntegrations によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい DataIntegration を作成す
CreateDataIntegration
るアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

dataintegration* (p. 94)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 94)
aws:TagKeys (p. 94)

DataIntegrationAssociation を作
CreateDataIntegrationAssociation
成するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

dataintegration* (p. 94)

新しい EventIntegration を作成す
CreateEventIntegration
るアクセス許可を付与

書き込み

eventintegration* (p. 93)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 94)
aws:TagKeys (p. 94)

EventIntegrationAssociation を作
CreateEventIntegrationAssociation
成するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DataIntegration を削除するアク
DeleteDataIntegration
セス許可を付与

書き込み

eventintegration* (p. 93)

events:PutRule
events:PutTargets

dataintegration* (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

DataIntegrationAssociation を削
DeleteDataIntegrationAssociation
除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

dataintegrationassociation* (p. 94)

EventIntegration を削除するアク
DeleteEventIntegration
セス許可を付与

書き込み

eventintegration* (p. 93)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

EventIntegrationAssociation を削
DeleteEventIntegrationAssociation
除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DataIntegrations の詳細を表示す
GetDataIntegration
るアクセス許可を付与

読み込み

eventintegrationassociation* (p. 94)

events:DeleteRule

events:ListTargetsByRule
events:RemoveTargets

dataintegration* (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

EventIntegrations の詳細を表示
GetEventIntegration
するアクセス許可を付与

読み込み

依存アク
ション

eventintegration* (p. 93)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

DataIntegrationAssociations を一
ListDataIntegrationAssociations
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

DataIntegrations を一覧表示する
ListDataIntegrations
アクセス許可を付与

リスト

EventIntegrationAssociations を
ListEventIntegrationAssociations
一覧表示するアクセス許可を付
与

読み込み

EventIntegrations を一覧表示す
ListEventIntegrations
るアクセス許可を付与

リスト

Amazon AppIntegration リソース
ListTagsForResource
のタグを一覧表示する許可を付
与

読み込み

dataintegration (p. 94)
dataintegrationassociation (p. 94)
eventintegration (p. 93)
eventintegrationassociation (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

TagResource

Amazon AppIntegration リソース
にタグを付けるアクセス許可を
付与

タグ付け

dataintegration (p. 94)
dataintegrationassociation (p. 94)
eventintegration (p. 93)
eventintegrationassociation (p. 94)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 94)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)
Amazon AppIntegration リソース
UntagResource のタグを解除するアクセス許可
を付与

タグ付け

dataintegration (p. 94)
dataintegrationassociation (p. 94)
eventintegration (p. 93)
eventintegrationassociation (p. 94)
aws:TagKeys (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

DataIntegration を変更するアク
UpdateDataIntegration
セス許可を付与

書き込み

dataintegration* (p. 94)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

EventIntegration を変更するアク
UpdateEventIntegration
セス許可を付与

書き込み

eventintegration* (p. 93)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

Amazon AppIntegrations によって定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 90)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

eventintegration

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

arn:${Partition}:app-integrations:
${Region}:${Account}:event-integration/
${EventIntegrationName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

eventintegrationassociation

arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:
${Account}:event-integration-association/
${EventIntegrationName}/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

dataintegration

arn:${Partition}:app-integrations:
${Region}:${Account}:data-integration/
${DataIntegrationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

dataintegrationassociation

arn:${Partition}:app-integrations:${Region}:
${Account}:data-integration-association/
${DataIntegrationId}/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 94)

Amazon AppIntegrations の条件キー
Amazon AppIntegrations では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグによりアクセスをフィルタリング
する

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Application Auto Scaling のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Application Auto Scaling (サービスプレフィックス: application-autoscaling) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Application Auto Scaling で定義されるアクション (p. 95)
• AWS Application Auto Scaling で定義されるリソースタイプ (p. 96)
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• AWS Application Auto Scaling の条件キー (p. 96)

AWS Application Auto Scaling で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スケーリングポリシーを削除す
DeleteScalingPolicy
る許可を付与

書き込み

スケジュールされたアクション
DeleteScheduledAction
を削除する許可を付与

書き込み

スケーラブルなターゲットの登
DeregisterScalableTarget
録を解除する許可を付与

書き込み

指定した名前空間内の 1 つま
DescribeScalableTargets
たは複数のスケーラブルなター
ゲットの詳細を取得する許可を
付与

読み取り

指定した名前空間内のスケーリ
DescribeScalingActivities
ングアクティビティのセットま
たはすべての詳細を取得する許
可を付与

読み取り

指定した名前空間内のスケーリ
DescribeScalingPolicies
ングポリシーのセットまたはす
べての詳細を取得する許可を付
与

読み取り

指定した名前空間内のスケ
DescribeScheduledActions
ジュールされたアクションの
セットまたはすべての詳細を取
得する許可を付与

読み取り

スケーラブルなターゲットのス
PutScalingPolicy ケーリングポリシーを作成およ
び更新する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スケーラブルなターゲットのス
PutScheduledAction
ケジュールされたアクションを
作成および更新する許可を付与

書き込み

Application Auto Scaling で AWS
RegisterScalableTarget
またはカスタムリソースをス
ケーラブルなターゲットとし
て登録し、スケーラブルなター
ゲットの管理に使用する設定パ
ラメータを更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS Application Auto Scaling で定義されるリソースタイプ
AWS Application Auto Scaling では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートされていません。AWS Application Auto Scaling へのアクセスを許可するには、ポリシー
で “Resource”: “*” を指定します。

AWS Application Auto Scaling の条件キー
Application Auto Scaling には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Application Cost Profiler Service のアクション、
リソース、および条件キー
AWS Application Cost Profiler Service (サービスプレフィックス: application-cost-profiler) で
は、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件
コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Application Cost Profiler Service で定義されるアクション (p. 96)
• AWS Application Cost Profiler Service で定義されるリソースタイプ (p. 97)
• AWS Application Cost Profiler Service の条件キー (p. 97)

AWS Application Cost Profiler Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の Application Cost Profiler
DeleteReportDefinition
Report を使用して設定を削除
するためのアクセス許可を付与
し、レポート生成を効果的に無
効にします

Write

特定の Application Cost Profiler
GetReportDefinition
Report リクエストを使用して構
成を取得するためのアクセス許
可を付与

Read

S3 からアプリケーションの使用
ImportApplicationUsage
状況をインポートするためのア
クセス許可を付与

Write

作成したさまざまな Application
ListReportDefinitions
Cost Profiler Report 設定のリス
トを取得するためのアクセス許
可を付与

Read

Application Cost Profiler Report
PutReportDefinition
設定を作成するためのアクセス
許可を付与

Write

既存の Application Cost Profiler
UpdateReportDefinition
Report 設定を更新するためのア
クセス許可を付与

Write

依存アク
ション

AWS Application Cost Profiler Service で定義されるリソースタイ
プ
AWS Application Cost Profiler Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。AWS Application Cost Profiler Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Application Cost Profiler Service の条件キー
Application Cost Profiler には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Application Discovery Arsenal のアクション、リソー
ス、および条件キー
Application Discovery Arsenal（サービスプレフィックス: arsenal）では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Application Discovery Arsenal で定義されるアクション (p. 98)
• Application Discovery Arsenal で定義されるリソースタイプ (p. 98)
• Application Discovery Arsenal の条件キー (p. 99)

Application Discovery Arsenal で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS 提供のデータコレクタを
RegisterOnPremisesAgent
Application Discovery Service に
[アクセス許可
登録するアクセス許可を付与
のみ]

依存アク
ション

Write

Application Discovery Arsenal で定義されるリソースタイプ
Application Discovery Arsenal では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Application Discovery Arsenal へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。
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Application Discovery Arsenal の条件キー
Application Discovery Arsenal には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固
有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリ
ストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Application Discovery Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Application Discovery Service (サービスプレフィックス: discovery) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Application Discovery Service で定義されるアクション (p. 99)
• AWS Application Discovery Service で定義されるリソースタイプ (p. 104)
• AWS Application Discovery Service の条件キー (p. 104)

AWS Application Discovery Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssociateConfigurationItemsToApplication
書き込み
AssociateConfigurationItemsToApplication
API に許可を付与しま
す。AssociateConfigurationItemsToApplication
は、1 つ以上の構成項目をアプリ
ケーションに関連付けます
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BatchDeleteImportData
BatchDeleteImportData
API に許可を付与しま
す。BatchDeleteImportData は、
インポート ID で識別される 1 つ
以上の Migration Hub インポー
トタスクを削除します。各イン
ポートタスクには、サーバーま
たはアプリケーションを識別で
きるレコードが多数あります。

書き込み

CreateApplication API に許可を
CreateApplication 付与します。CreateApplication
は、指定された名前と説明でア
プリケーションを作成します

書き込み

CreateTags

CreateTags API に許可を付与し
ます。CreateTags は、設定項目
のタグを 1 つ以上作成します。
タグは、IT アセットの分類に役
立つメタデータです。この API
は、複数の設定項目のリストを
受け入れます。

タグ付け

DeleteApplications API
DeleteApplicationsに許可をを付与しま
す。DeleteApplications は、アプ
リケーションのリストと設定項
目の関連付けを削除します

書き込み

DeleteTags

DeleteTags API に許可を付与し
ます。DeleteTags は、設定項目
と 1 つ以上のタグの関連付けを
削除します。この API は、複数
の設定項目のリストを受け入れ
ます。

タグ付け

DescribeAgents API に許可を付
DescribeAgents 与します。DescribeAgents は、
エージェント、またはコネクタ
を ID ごとに一覧表示します。ID
が指定されなかった場合は、
ユーザーアカウントに関連付け
られているエージェントまたは
コネクタをすべて一覧表示しま
す。

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeConfigurations
DescribeConfigurations
API に許可を付与しま
す。DescribeConfigurations は、
設定項目 ID のリストの属性を
取得します。提供される ID は
すべて、アセットタイプ (サー
バー、アプリケーション、プロ
セス、または接続) が同じである
必要があります。出力フィール
ドは、選択されたアセットタイ
プに固有です。たとえば、サー
バー設定項目の出力には、ホ
スト名、オペレーティングシス
テム、ネットワークカード数な
ど、サーバーに関する属性のリ
ストが含まれています。

読み取り

DescribeContinuousExports
DescribeContinuousExports
API に許可を付与しま
す。DescribeContinuousExports
は、ID で指定されたエク
スポートを一覧表示しま
す。パラメータを渡さずに
DescribeContinuousExports をそ
のまま呼び出すと、ユーザーア
カウントに関連付けられている
連続したエクスポートをすべて
一覧表示できます。

読み取り

DescribeExportConfigurations
読み取り
DescribeExportConfigurations
API に許可を付与しま
す。DescribeExportConfigurations
は、指定されたエクスポートプ
ロセスのステータスを取得しま
す。ステータスは、最大 100 の
プロセスから取得できます。
DescribeExportTasks
読み取り
DescribeExportTasks
API に許可を付与しま
す。DescribeExportTasks は、1
つ以上のエクスポートタスクの
ステータスを取得します。最大
100 個のエクスポートタスクのス
テータスを取得できます。
DescribeImportTasks
DescribeImportTasks
API に許可を付与しま
す。DescribeImportTasks は、ス
テータス情報、時間、ID、イン
ポートファイルの Amazon S3 オ
ブジェクト URL など、アカウン
トのインポートタスクの配列を
返します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeTags

DescribeTags API に許可を付与
します。DescribeTags は、特定
のタグでタグ付けされている設
定項目のリストを取得します。
または、特定の設定項目に割り
当てられたすべてのタグのリス
トを取得します。

読み取り

DisassociateConfigurationItemsFromApplication
書き込み
DisassociateConfigurationItemsFromApplication
API に許可を付与しま
す。DisassociateConfigurationItemsFromApplication
は、1 つ以上の構成項目をアプリ
ケーションから関連付け解除し
ます。
ExportConfigurations
ExportConfigurations
API に許可を付与しま
す。ExportConfigurations は、
データを表示して評価できるよ
うに、検出されたすべての設定
データを Amazon S3 バケット
またはアプリケーションにエク
スポートします。データには、
タグ、タグの関連付け、プロ
セス、接続、サーバー、システ
ムパフォーマンスなどがありま
す。

書き込み

GetDiscoverySummary
GetDiscoverySummary
API に許可を付与しま
す。GetDiscoverySummary は、
検出されたアセットの概要を取
得します。

読み取り

GetNetworkConnectionGraph
読み取り
GetNetworkConnectionGraph
API に許可を付与しま
す。GetNetworkConnectionGraph
は、IP アドレス、サーバー ID、
ノード ID のいずれかの入力リ
ストを受け入れます。お客様が
ネットワーク接続グラフを視覚
化するのに役立つノードとエッ
ジのリストを返します。この API
は、MigrationHub のコンソール
でネットワークグラフ機能を可
視化するために使用されます。
ListConfigurations API に許可を
ListConfigurations付与します。ListConfigurations
は、フィルターで指定された条
件に従って、設定項目のリスト
を取得します。このフィルター
条件に基づいて関係の要件が特
定されます。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListServerNeighbors
ListServerNeighbors
API に許可を付与しま
す。ListServerNeighbors は、指
定されたサーバーから 1 ネット
ワークホップ離れたサーバーの
リストを取得します。

リスト

ContinuousExport API
StartContinuousExport
に許可を付与しま
す。StartContinuousExport は、
エージェントの検出データの
Amazon Athena への連続フロー
を開始します

書き込み

依存アク
ション

iam:AttachRolePolicy
iam:CreatePolicy
iam:CreateRole

iam:CreateServiceLinkedR

StartDataCollectionByAgentIds
書き込み
StartDataCollectionByAgentIds
API に許可を付与しま
す。StartDataCollectionByAgentIds
は、データの収集を開始するよ
うに、指定されたエージェント
またはコネクタに指示します。
StartExportTask API に許可を付
StartExportTask 与します。StartExportTask は、
検出された設定項目および関係
に関する設定データを、指定さ
れた形式の S3 バケットにエクス
ポートします。

書き込み

StartImportTask API に許可を
StartImportTask 付与します。StartImportTask
はインポートタスクを開始しま
す。Migration Hub のインポー
ト機能を使用すると、Discovery
Connector や Discovery Agent
などの Application Discovery
Service (ADS) ツールを使用しな
くても、オンプレミス環境の詳
細を AWS に直接インポートでき
ます。これにより、インポート
したデータから直接、移行の評
価と計画を実行することができ
ます。たとえば、デバイスをア
プリケーションとしてグループ
化して移行ステータスを追跡す
ることができます。

書き込み

StopContinuousExport
StopContinuousExport
API に許可を付与しま
す。StopContinuousExport は、
エージェントの検出データの
Amazon Athena への連続フロー
を停止します

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

StopDataCollectionByAgentIds
書き込み
StopDataCollectionByAgentIds
API に許可を付与しま
す。StopDataCollectionByAgentIds
は、データの収集を停止するよ
うに、指定されたエージェント
またはコネクタに指示します。
UpdateApplication API に許可を
UpdateApplication付与します。UpdateApplication
は、アプリケーションに関する
メタデータを更新します

書き込み

AWS Application Discovery Service で定義されるリソースタイプ
AWS Application Discovery Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。AWS Application Discovery Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Application Discovery Service の条件キー
Application Discovery には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコ
ンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストに
ついては、「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS Application Migration Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Application Migration Service (サービスプレフィックス: mgn) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Application Migration Service で定義されるアクション (p. 104)
• AWS Application Migration Service で定義されるリソースタイプ (p. 114)
• AWS Application Migration Service の条件キー (p. 115)

AWS Application Migration Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ボリュームスナップショットグ
BatchCreateVolumeSnapshotGroupForMgn
ループを作成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

スナップショットのリクエスト
BatchDeleteSnapshotRequestForMgn
を一括で削除する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

ソースサーバーのライフサイク
ChangeServerLifeCycleState
ル状態を変更する許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

起動設定テンプレートを作成す
CreateLaunchConfigurationTemplate
る許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)

レプリケーション構成テンプ
CreateReplicationConfigurationTemplate
レートを作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)

vｃenter クライアントを作成す
CreateVcenterClientForMgn
るアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeleteJob

書き込み

JobResource* (p. 115)

起動設定テンプレートを削除す
DeleteLaunchConfigurationTemplate
る許可を付与

書き込み

LaunchConfigurationTemplateResource* (p. 115)

レプリケーション構成テンプ
DeleteReplicationConfigurationTemplate
レートを削除する許可を付与

書き込み

ReplicationConfigurationTemplateResource* (p. 115)

ソースサーバーを削除する許可
DeleteSourceServer
を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

vcenter クライアントを削除する
DeleteVcenterClient
アクセス許可を付与

書き込み

VcenterClientResource* (p. 115)

ジョブを削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ジョブログ項目を説明する許可
DescribeJobLogItems
を付与

読み込み

DescribeJobs

リスト

ジョブを記述する許可を付与

依存アク
ション

JobResource* (p. 115)

起動設定テンプレートを記述す
DescribeLaunchConfigurationTemplates
る許可を付与

リスト

レプリケーション構成テンプ
DescribeReplicationConfigurationTemplates
レートを記述する許可を付与

リスト

レプリケーションサーバーの関
DescribeReplicationServerAssociationsForMgn
連付けを記述する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

スナップショットのリクエスト
DescribeSnapshotRequestsForMgn
を記述する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

ソースサーバーを記述する許可
DescribeSourceServers
を付与

リスト

vcenter クライアントを記述する
DescribeVcenterClients
アクセス許可を付与

リスト

サービスからソースサーバーの
DisconnectFromService
接続を切るアクセス許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

カットオーバーを確定する許可
FinalizeCutover を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントコマンドを取得す
GetAgentCommandForMgn
る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントに確認済みの再開
GetAgentConfirmedResumeInfoForMgn
情報を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントのインストールア
GetAgentInstallationAssetsForMgn
セットを取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

エージェントレプリケーション
GetAgentReplicationInfoForMgn
情報を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

エージェントのランタイム設定
GetAgentRuntimeConfigurationForMgn
を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントスナップショット
GetAgentSnapshotCreditsForMgn
のクレジットを取得する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

チャネルコマンドを取得する許
GetChannelCommandsForMgn
可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

起動設定を取得する許可を付
GetLaunchConfiguration
与。

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

レプリケーション構成を取得す
GetReplicationConfiguration
る許可を付与

読み込み

SourceServerResource* (p. 115)

vcenter クライアントコマンドを
GetVcenterClientCommandsForMgn
取得するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

VcenterClientResource* (p. 115)

サービスを初期化する許可を付
InitializeService 与

書き込み

iam:AddRoleToInstancePr

iam:CreateInstanceProfile

iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetInstanceProfile
クライアント証明書を発行する
IssueClientCertificateForMgn
許可を付与

書き込み

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

ソースサーバをアーカイブ済み
MarkAsArchived としてマークする許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェント認証を通知する許
NotifyAgentAuthenticationForMgn
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントが接続されている
NotifyAgentConnectedForMgn
ことを通知する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

エージェントの切断を通知する
NotifyAgentDisconnectedForMgn
許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントのレプリケーショ
NotifyAgentReplicationProgressForMgn
ンの進行状況を通知する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

vcenter クライアントが開始され
NotifyVcenterClientStartedForMgn
たことを通知するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

VcenterClientResource* (p. 115)

エージェントを登録する許可を
RegisterAgentForMgn
付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)

レプリケーションを再試行する
RetryDataReplication
許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントログを送信する許
SendAgentLogsForMgn
可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントメトリックを送信
SendAgentMetricsForMgn
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

チャネルコマンドの結果を送信
SendChannelCommandResultForMgn
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

クライアントログを送信する許
SendClientLogsForMgn
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

クライアントメトリックを送信
SendClientMetricsForMgn
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

vcenterクライアントコマンドの
SendVcenterClientCommandResultForMgn
結果を送信する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vcenterクライアントログを送信
SendVcenterClientLogsForMgn
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

VcenterClientResource* (p. 115)

vcenterクライアントメトリック
SendVcenterClientMetricsForMgn
を送信する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

VcenterClientResource* (p. 115)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartCutover

カットオーバーを開始する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

SourceServerResource* (p.ec2:AttachVolume
115)

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:CreateLaunchTempla

ec2:CreateLaunchTempla
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateSnapshot
ec2:CreateTags
ec2:CreateVolume

ec2:DeleteLaunchTempla
ec2:DeleteSnapshot
ec2:DeleteVolume

ec2:DescribeAccountAttrib

ec2:DescribeAvailabilityZo
ec2:DescribeImages

ec2:DescribeInstanceAttri

ec2:DescribeInstanceStat

ec2:DescribeInstanceType
ec2:DescribeInstances

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSnapshots
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVolumes
ec2:DetachVolume

ec2:ModifyInstanceAttribu

ec2:ModifyLaunchTempla

ec2:ReportInstanceStatus
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:RevokeSecurityGroup
ec2:RunInstances
ec2:StartInstances
ec2:StopInstances
ec2:TerminateInstances
iam:PassRole

mgn:ListTagsForResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)
レプリケーションを開始する許
StartReplication 可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartTest

テストを開始する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

SourceServerResource* (p.ec2:AttachVolume
115)

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:CreateLaunchTempla

ec2:CreateLaunchTempla
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateSnapshot
ec2:CreateTags
ec2:CreateVolume

ec2:DeleteLaunchTempla
ec2:DeleteSnapshot
ec2:DeleteVolume

ec2:DescribeAccountAttrib

ec2:DescribeAvailabilityZo
ec2:DescribeImages

ec2:DescribeInstanceAttri

ec2:DescribeInstanceStat

ec2:DescribeInstanceType
ec2:DescribeInstances

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSnapshots
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVolumes
ec2:DetachVolume

ec2:ModifyInstanceAttribu

ec2:ModifyLaunchTempla

ec2:ReportInstanceStatus
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:RevokeSecurityGroup
ec2:RunInstances
ec2:StartInstances
ec2:StopInstances
ec2:TerminateInstances
iam:PassRole

mgn:ListTagsForResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)
TagResource

リソースタグを割り当てるアク
セス許可を付与

タグ付け

JobResource (p. 115)
LaunchConfigurationTemplateResource (p. 115)
ReplicationConfigurationTemplateResource (p. 115)
SourceServerResource (p. 115)
VcenterClientResource (p. 115)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
mgn:CreateAction (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)

ターゲットインスタンスを終了
TerminateTargetInstances
する許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p.ec2:DeleteVolume
115)
ec2:DescribeInstances
ec2:DescribeVolumes
ec2:TerminateInstances
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 115)
aws:TagKeys (p. 115)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

JobResource (p. 115)
LaunchConfigurationTemplateResource (p. 115)
ReplicationConfigurationTemplateResource (p. 115)
SourceServerResource (p. 115)
VcenterClientResource (p. 115)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 115)
エージェントのバックログを更
UpdateAgentBacklogForMgn
新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェント変換情報を更新す
UpdateAgentConversionInfoForMgn
る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントレプリケーション
UpdateAgentReplicationInfoForMgn
情報を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントレプリケーション
UpdateAgentReplicationProcessStateForMgn
プロセスの状態を更新する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

エージェントのソースプロパ
UpdateAgentSourcePropertiesForMgn
ティを更新する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

起動設定を更新する許可を付与
UpdateLaunchConfiguration

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

起動設定を更新する許可を付与
UpdateLaunchConfigurationTemplate

書き込み

LaunchConfigurationTemplateResource* (p. 115)

レプリケーション構成を更新す
UpdateReplicationConfiguration
る許可を付与。

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

レプリケーション構成テンプ
UpdateReplicationConfigurationTemplate
レートを更新する許可を付与

書き込み

ReplicationConfigurationTemplateResource* (p. 115)

ソースサーバーレプリケーショ
UpdateSourceServerReplicationType
ンタイプを更新するためのアク
セス許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 115)

クライアントロールを確認する
VerifyClientRoleForMgn
許可を付与

読み取り

AWS Application Migration Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 104)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

JobResource

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 115)

arn:${Partition}:mgn:${Region}:
${Account}:job/${JobID}

arn:${Partition}:mgn:${Region}:
ReplicationConfigurationTemplateResource
${Account}:replicationconfiguration-template/
${ReplicationConfigurationTemplateID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 115)

arn:${Partition}:mgn:${Region}:
LaunchConfigurationTemplateResource
${Account}:launch-configuration-template/
${LaunchConfigurationTemplateID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 115)

arn:${Partition}:mgn:${Region}:
VcenterClientResource
${Account}:vcenter-client/${VcenterClientID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 115)

arn:${Partition}:mgn:${Region}:
SourceServerResource
${Account}:source-server/${SourceServerID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 115)

AWS Application Migration Service の条件キー
AWS Application Migration Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスによっ
てアクションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスによってアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

mgn:CreateAction

リソース作成 API アクションの名前によってアクセスをフィ
ルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Amazon AppStream 2.0 のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon AppStream 2.0 (サービスプレフィックス: appstream) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon AppStream 2.0 で定義されるアクション (p. 116)
• Amazon AppStream 2.0 で定義されるリソースタイプ (p. 124)
• Amazon AppStream 2.0 の条件キー (p. 125)

Amazon AppStream 2.0 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定しアプリケーションをフ
AssociateApplicationFleet
リートに関連付けるアクセス許
可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

application* (p. 125)
fleet* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定したアプリケーションを指
AssociateApplicationToEntitlement
定した使用権限管理に関連付け
る許可を付与

書き込み

stack* (p. 125)

AssociateFleet

Write

fleet* (p. 125)

指定したフリートを指定したス
タックに関連付けるアクセス許
可を付与します。

stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定したユーザーを指定したス
BatchAssociateUserStack
タックに関連付けるアクセス
許可を付与します。ユーザー
プール内のユーザーは、Active
Directory ドメインに参加してい
るフリートを持つスタックに割
り当てることはできません。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したスタックから指定した
BatchDisassociateUserStack
ユーザーの関連付けを解除する
許可を付与。

Write

CopyImage

書き込み

同じリージョン内で指定された
イメージをコピーするか、同じ
AWS アカウント 内の新しいリー
ジョンにイメージをコピーする
許可を付与する

stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
image* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

App Block を作成する権限を付
CreateAppBlock 与します。アプリケーションブ
ロック は、S3 バケット内のア
プリケーションのファイルを含
む仮想ハードディスクに関する
詳細を格納します。また、仮想
ハードディスクのマウント方法
に関する詳細を含むセットアッ
プスクリプトも格納されます。
アプリケーションブロックは
Elastic フリートでのみサポート
されます。

書き込み

カスタマーアカウント内でアプ
CreateApplication リケーションを作成するアク
セス許可を付与します。アプ
リケーションには、ストリーミ
ングインスタンスでアプリケー
ションを起動する方法の詳細が
保存されます。これは Elastic フ
リートでのみサポートされてい
ます。

書き込み

AppStream 2.0 で Directory
CreateDirectoryConfig
Config オブジェクトを作成す
る許可を付与。このオブジェ
クトには、フリートおよび
Image Builder を Microsoft Active
Directory ドメインに参加させる
ために必要な設定情報が含まれ
ます。

書き込み

ユーザー属性に基づいてアプリ
CreateEntitlementケーションへのアクセスを制御
する使用権限管理を作成する許
可を付与

書き込み

117

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)

appblock* (p. 125)
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aws:TagKeys (p. 125)

stack* (p. 125)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon AppStream 2.0

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateFleet

フリートを作成する許可を付
与。フリートはストリーミング
インスタンスのグループで、こ
こからアプリケーションが実行
され、ユーザーにストリーミン
グされます。

Write

依存アク
ション

fleet* (p. 125)
image (p. 125)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)

Image Builder を作成する許可を
CreateImageBuilder
付与。Image Builder は、イメー
ジの作成に使用される仮想マシ
ンです。

Write

image* (p. 125)
imagebuilder* (p. 125)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)

イメージビルダーストリーミン
CreateImageBuilderStreamingURL
グセッションを開始するための
URL を作成する許可を付与。

Write

CreateStack

Write

ユーザーに対してストリーミン
グアプリケーションを開始する
ためのスタックを作成する許可
を付与。スタックは、関連付け
られたフリート、ユーザーアク
セスポリシー、ストレージ設定
で構成されます。

imagebuilder* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
stack* (p. 125)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)

指定したユーザーに対して
CreateStreamingURL
AppStream 2.0 ストリーミング
セッションを開始するための一
時的な URL を作成する許可を
付与。ストリーミング URL に
より、ユーザーのセットアップ
なしでアプリケーションのスト
リーミングをテストすることが
できます。

書き込み

カスタマーアカウント内の既存
CreateUpdatedImage
のイメージを更新する許可を付
与

書き込み

fleet* (p. 125)
stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

image* (p. 125)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

使用状況レポートのサブスクリ
CreateUsageReportSubscription
プションを作成する許可を付
与。使用状況レポートは毎日生
成されます。

Write

CreateUser

書き込み

ユーザープールに新しいユー
ザーを作成する許可を付与。

指定された App Block を削除す
DeleteAppBlock る許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

appblock* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定されたアプリケーションを
DeleteApplication 削除する許可を付与します。

書き込み

指定した Directory Config オブ
DeleteDirectoryConfig
ジェクトを AppStream 2.0 から
削除する許可を付与。このオブ
ジェクトには、フリートおよび
Image Builder を Microsoft Active
Directory ドメインに参加させる
ために必要な設定情報が含まれ
ます。

書き込み

指定した使用権限管理を削除す
DeleteEntitlement る許可を付与

書き込み

stack* (p. 125)

DeleteFleet

指定したフリートを削除する許
可を付与。

Write

fleet* (p. 125)

指定したイメージを削除する許
可を付与。イメージは、使用中
の場合は削除できません。

Write

DeleteImage

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
image* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定した Image Builder を削除し
DeleteImageBuilder
て容量を解放するアクセス権限
を付与します。

Write

指定したプライベートイメージ
DeleteImagePermissions
のアクセス許可を削除する許可
を付与。

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteStack

指定したスタックを削除する許
可を付与。スタックの削除後、
ユーザーは、スタックによって
提供されたアプリケーションス
トリーミング環境を利用できな
くなります。また、スタックの
アプリケーションストリーミン
グセッションに行われたすべて
の予約も解放されます。

Write

使用状況レポートの生成を無効
DeleteUsageReportSubscription
にする許可を付与。

Write

DeleteUser

書き込み

ユーザープールからユーザーを
削除する許可を付与。

stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

App Block が設定されている場
DescribeAppBlocks
合、1 つ以上の指定した App
Block を記述するリストを取得す
る許可を付与します。それ以外
の場合は、アカウントのすべて
のアプリケーションブロックが
記述されます。

読み取り

appblock (p. 125)

指定されたアプリケーションも
DescribeApplicationFleetAssociations
しくはフリートに関連付けられ
ている関連付けを取得するアク
セス許可を付与します。

読み取り

application (p. 125)
fleet (p. 125)

アプリケーション ARN が設定さ 読み取り
DescribeApplications
れている場合、1 つ以上の指定し
たイメージを記述するリストを
取得する許可を付与します。そ
れ以外の場合は、アカウントの
すべてのAccountingが記述されま
す。
AppStream 2.0 の 1 つ以上の
DescribeDirectoryConfigs
指定した Directory Config オブ
ジェクトの名前が設定されてい
る場合、それらのオブジェクト
を記述するリストを取得する許
可を付与。それ以外の場合は、
アカウントのすべての Directory
Config オブジェクトが記述され
ます。このオブジェクトには、
フリートおよび Image Builder を
Microsoft Active Directory ドメイ
ンに参加させるために必要な設
定情報が含まれます。

読み取り

指定したスタックの 1 つまたは
DescribeEntitlements
すべての使用権限管理を取得す
る許可を付与

読み取り
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依存アク
ション

application (p. 125)

stack* (p. 125)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeFleets フリート名が設定されている場
合、1 つ以上の指定したフリート
を記述するリストを取得する許
可を付与。それ以外の場合は、
アカウントのすべてのフリート
が記述されます。

Read

fleet (p. 125)

イメージビルダー名が設定され
DescribeImageBuilders
ている場合、1 つ以上の指定した
イメージビルダーを記述するリ
ストを取得する許可を付与。そ
れ以外の場合は、アカウントの
すべてのイメージビルダーが記
述されます。

Read

imagebuilder (p. 125)

所有しているプライベートイ
DescribeImagePermissions
メージでの共有 AWS アカウント
ID の許可を記述するリストを取
得する許可を付与する

Read

image* (p. 125)

イメージ名またはイメージ ARN
DescribeImages が設定されている場合、1 つ以上
の指定したイメージを記述する
リストを取得する許可を付与。
それ以外の場合は、アカウント
のすべてのイメージが記述され
ます。

Read

image (p. 125)

指定したスタックおよびフリー
DescribeSessionsトのストリーミングセッション
を記述するリストを取得する許
可を付与。スタックとフリート
に対してユーザー ID が設定され
ている場合は、そのユーザーの
ストリーミングセッションのみ
が記述されます。

Read

fleet* (p. 125)

スタック名が設定されている場
DescribeStacks 合、1 つ以上の指定したスタック
を記述するリストを取得する許
可を付与。それ以外の場合は、
アカウントのすべてのスタック
が記述されます。

Read

1 つ以上の使用状況レポートのサ
DescribeUsageReportSubscriptions
ブスクリプションを記述するリ
ストを取得する許可を付与。

Read

UserStackAssociation オブジェ
DescribeUserStackAssociations
クトを記述するリストを取得す
る許可を付与。

Read
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stack (p. 125)

stack (p. 125)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeUsers

ユーザープール内のユーザーを
記述するリストを取得する許可
を付与。

Read

DisableUser

ユーザープールで指定したユー
ザーを無効にする許可を付与。
このアクションによりユーザー
は削除されません。

書き込み

指定したフリートから指定した
DisassociateApplicationFleet
アプリケーションの関連付けを
解除する許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

application* (p. 125)
fleet* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定した使用権限管理から指定
DisassociateApplicationFromEntitlement
したアプリケーションの関連付
けを解除する許可を付与

書き込み

stack* (p. 125)

指定したスタックから指定した
DisassociateFleet フリートの関連付けを解除する
許可を付与。

Write

fleet* (p. 125)
stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

EnableUser

ユーザープールのユーザーを有
効にする許可を付与。

Write

ExpireSession

指定したストリーミングセッ
ションをすぐに停止する許可を
付与。

Write

指定したスタックに関連付けら
ListAssociatedFleets
れているフリートの名前を取得
する許可を付与。

Read

stack* (p. 125)

指定したフリートが関連付けら
ListAssociatedStacks
れているスタックの名前を取得
する許可を付与。

読み取り

fleet* (p. 125)

指定した使用権限管理に関連付
ListEntitledApplications
けられているアプリケーション
を取得する許可を付与

リスト

stack* (p. 125)

指定した AppStream 2.0 リソー
ListTagsForResource
スのすべてのタグのリストを取
得するアクセス権限を付与しま
す。イメージビルダー、イメー
ジ、フリート、およびスタック
のリソースをタグ付けすること
ができます。

Read

StartFleet

Write

指定されたフリートを開始する
許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
指定したイメージビルダーを開
StartImageBuilder始する許可を付与。

Write

imagebuilder* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

StopFleet

指定したフリートを停止する許
可を付与。

Write

指定したイメージビルダーを停
StopImageBuilder止するアクセス権限を付与しま
す。

Write

Stream

指定したスタックから既存の認
証情報およびストリームアプ
リケーションを使用してサイン
インするアクセス許可をフェデ
レーティッドユーザーに付与し
ます。

Write

指定した AppStream 2.0 リソー
スの 1 つ以上のタグを追加ま
たは上書きする許可を付与。以
下のリソースがタグ付けされま
す：イメージビルダー、イメー
ジ、フリート、スタック、アプ
リケーションブロックおよびア
プリケーション。

タグ付け

TagResource

fleet* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
imagebuilder* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
stack* (p. 125)
appstream:userId (p. 125)

appblock (p. 125)
application (p. 125)
fleet (p. 125)
image (p. 125)
imagebuilder (p. 125)
stack (p. 125)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

指定した AppStream 2.0 リソー
UntagResource スから 1 つ以上のタグの関連付
けを解除する許可を付与。

タグ付け

appblock (p. 125)
application (p. 125)
fleet (p. 125)
image (p. 125)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

imagebuilder (p. 125)
stack (p. 125)
aws:TagKeys (p. 125)
指定したアプリケーションに対
UpdateApplicationして指定したフィールドを更新
する許可を付与します。

書き込み

application* (p. 125)
appblock (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

AppStream 2.0 で指定した
UpdateDirectoryConfig
Directory Config オブジェクトを
更新する許可を付与。このオブ
ジェクトには、フリートおよび
Image Builder を Microsoft Active
Directory ドメインに参加させる
ために必要な設定情報が含まれ
ます。

書き込み

指定した使用権限管理の指定し
UpdateEntitlementたフィールドを更新する許可を
付与

書き込み

stack* (p. 125)

UpdateFleet

指定したフリートを更新する許
可を付与。フリートが停止状態
である場合、フリート名を除く
すべての属性を更新することが
できます。

Write

fleet* (p. 125)

指定したプライベートイメージ
UpdateImagePermissions
のアクセス許可を追加または更
新する許可を付与。

Write

UpdateStack

Write

指定したスタックに対して指定
したフィールドを更新する許可
を付与。

image (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
image* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)
stack* (p. 125)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

Amazon AppStream 2.0 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 116)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

fleet

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:fleet/${FleetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

image

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:image/${ImageName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

image-builder

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:image-builder/${ImageBuilderName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

stack

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:stack/${StackName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

app-block

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:app-block/${AppBlockName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

application

arn:${Partition}:appstream:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 125)

Amazon AppStream 2.0 の条件キー
Amazon AppStream 2.0 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

appstream:userId

AppStream 2.0 ユーザーの ID によってアクセスをフィルタリ
ングします。

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスによっ
てアクションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS AppSync のアクション、リソース、および条件
キー
AWS AppSync (サービスプレフィックス: appsync) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、次のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。

125

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS AppSync

• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS AppSync で定義されるアクション (p. 126)
• AWS AppSync で定義されるリソースタイプ (p. 130)
• AWS AppSync の条件キー (p. 130)

AWS AppSync で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssociateApi

AppSync でカスタムドメイン名
に GraphQL API をアタッチする
許可を付与

書き込み

AppSync で API キャッシュを作
CreateApiCache 成する許可を付与

書き込み

CreateApiKey

domain* (p. 130)

API を実行しているクライアント 書き込み
に配布できる一意のキーを作成
する許可を付与

データソースを作成する権限を
CreateDataSource付与

書き込み

AppSync でカスタムドメイン名
CreateDomainName
を作成する許可を付与

書き込み

新しい関数を作成する許可を付
与

書き込み

CreateFunction

依存アク
ション

最上位の AppSync リソースであ
CreateGraphqlApiる GraphQL API を作成する許可
を付与
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書き込み

aws:RequestTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 130)
aws:TagKeys (p. 130)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リゾルバーを作成するアクセス
CreateResolver 許可を付与。リゾルバーは、
受信リクエストをデータソー
スが理解できる形式に変換し、
データソースのレスポンスを
GraphQL に変換

書き込み

CreateType

書き込み

タイプを作成するためのアクセ
ス許可を付与

AppSync で API キャッシュを削
DeleteApiCache 除する許可を付与

書き込み

DeleteApiKey

API キーを削除する許可を付与

書き込み

データソースを削除する権限を
DeleteDataSource付与

書き込み

AppSync でカスタムドメイン名
DeleteDomainName
を削除する許可を付与

書き込み

DeleteFunction 関数を削除する許可を付与

書き込み

GraphQL API を削除する許可を
DeleteGraphqlApi 付与。これにより、その API よ
り下の AppSync リソースもすべ
てクリーンアップ

書き込み

DeleteResolver
DeleteType

Resolver を削除する許可を付与

書き込み

タイプを削除する許可を付与

書き込み
書き込み

テンプレートマッピングを評価
EvaluateMappingTemplate
する許可を付与

読み取り

AppSync で API キャッシュをフ
ラッシュする許可を付与

書き込み

AppSync でカスタムドメイン名
GetApiAssociationと GraphQL API の関連付けの詳
細を読み取る許可を付与

読み取り

GetApiCache

AppSync の API キャッシュに関
する情報を読み取るためのアク
セス権限を付与

読み取り

データソースを取得する許可を
付与

読み取り

GetDataSource
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domain* (p. 130)

graphqlapi* (p. 130)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)

AppSync でカスタムドメイン名
DisassociateApi への GraphQL API のアタッチを
解除する許可を付与

FlushApiCache

依存アク
ション

domain* (p. 130)

domain* (p. 130)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AppSync でカスタムドメイン名
GetDomainName に関する情報を取得する許可を
付与

読み取り

GetFunction

関数を取得する許可を付与

読み取り

GetGraphqlApi

Graphql API を取得する許可を付
与

読み取り

読み取り

GetResolver

リゾルバーを取得する許可を付
与

読み取り

スキーマ作成オペレーションの
GetSchemaCreationStatus
現在のステータスを取得する許
可を付与

読み取り

GetType

タイプを取得する許可を付与

読み取り

GraphQL

GraphQL クエリを GraphQL API
に送信する許可を付与

書き込み

特定の API の API キーを一覧表
示する許可を付与

リスト

特定の API のデータソースを一
ListDataSources 覧表示する許可を付与

リスト

AppSync でカスタムドメイン名
ListDomainNamesを列挙する許可を付与

リスト

ListFunctions

特定の API の関数を一覧表示す
る許可を付与

リスト

GraphQL API を一覧表示する許
ListGraphqlApis 可を付与

リスト

ListResolvers

特定の API およびタイプのリゾ
ルバーを一覧表示するアクセス
権限を付与

リスト

特定の関数に関連付けられたリ
ListResolversByFunction
ゾルバーを一覧表示する許可を
付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り
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domain* (p. 130)

graphqlapi* (p. 130)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)

GraphQL API のイントロスペク
GetIntrospectionSchema
ションスキーマを取得する許可
を付与

ListApiKeys

依存アク
ション

field* (p. 130)
graphqlapi* (p. 130)

graphqlapi (p. 130)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListTypes

特定の API のタイプを一覧表示
する許可を付与

リスト

SetWebACL

ウェブ ACL を設定する許可を付
与

書き込み

GraphQL API に新しいスキー
StartSchemaCreation
マを追加する許可を付与 こ
のオペレーションは、非同
期です。いつ完了したかを
GetSchemaCreationStatus で表
示可能

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

依存アク
ション

graphqlapi* (p. 130)
graphqlapi (p. 130)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 130)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)
aws:TagKeys (p. 130)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

graphqlapi* (p. 130)
graphqlapi (p. 130)
aws:TagKeys (p. 130)

AppSync で API キャッシュを更
UpdateApiCache 新する許可を付与

書き込み

UpdateApiKey

書き込み

特定の API の API キーを更新す
る許可を付与

データソースを更新する権限を
UpdateDataSource
付与

書き込み

AppSync でカスタムドメイン名
UpdateDomainName
を更新する許可を付与

書き込み

既存の関数を更新する許可を付
UpdateFunction 与

書き込み

GraphQL API を更新する許可を
UpdateGraphqlApi付与

書き込み

リゾルバーを更新する許可を付
UpdateResolver 与

書き込み

UpdateType

書き込み

タイプを更新する許可を付与
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iam:CreateServiceLinkedR

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)
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AWS AppSync で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 126)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

datasource

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/datasources/
${DatasourceName}

domain

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:domainnames/${DomainName}

graphqlapi

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}

field

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/types/
${TypeName}/fields/${FieldName}

type

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/types/
${TypeName}

function

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}/functions/
${FunctionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 130)

AWS AppSync の条件キー
AWS AppSync では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーが定義されます。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS Artifact のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Artifact (サービスプレフィックス: artifact) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Artifact で定義されるアクション (p. 131)
• AWS Artifact で定義されるリソースタイプ (p. 132)
• AWS Artifact の条件キー (p. 132)

AWS Artifact で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

顧客アカウントによってまだ承
AcceptAgreement諾されていない AWS 契約を承諾
するアクセス許可を付与

Write

agreement* (p. 132)

顧客アカウントによってまだ承
DownloadAgreement
諾されていない AWS 契約、また
は承諾済みの顧客契約をダウン
ロードするアクセス許可を付与

Read

agreement (p. 132)

Get

Read

AWS コンプライアンスレポート
パッケージをダウンロードする
アクセス許可を付与
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customeragreement (p. 132)
reportpackage* (p. 132)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

顧客アカウントによって以前承
TerminateAgreement
諾された顧客契約を終了する許
可を付与。

Write

依存アク
ション

customeragreement* (p. 132)

AWS Artifact で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 131)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

report-package arn:${Partition}:artifact:::report-package/*
customeragreement

arn:${Partition}:artifact::
${Account}:customer-agreement/*

agreement

arn:${Partition}:artifact:::agreement/*

AWS Artifact の条件キー
Artifact には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Athena のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Athena (サービスプレフィックス: athena) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Athena で定義されるアクション (p. 133)
• Amazon Athena で定義されるリソースタイプ (p. 136)
• Amazon Athena の条件キー (p. 136)
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Amazon Athena で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つまたは複数の名前付きクエリ
BatchGetNamedQuery
に関する情報を取得する許可を
付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

1 つ以上のプリペアドステートメ
BatchGetPreparedStatement
ントに関する情報を取得する許
可を付与します

読み取り

workgroup* (p. 136)

1 つまたは複数の名クエリ実行に
BatchGetQueryExecution
関する情報を取得する許可を付
与

読み取り

workgroup* (p. 136)

データカタログを作成する許可
CreateDataCatalog
を付与

書き込み

datacatalog* (p. 136)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 136)
aws:TagKeys (p. 136)

名前付きクエリを作成する許可
CreateNamedQuery
を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

準備済みステートメントを作成
CreatePreparedStatement
する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

ワークグループを作成する許可
CreateWorkGroupを付与

書き込み

workgroup* (p. 136)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 136)
aws:TagKeys (p. 136)

データカタログを削除する許可
DeleteDataCatalog
を付与
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datacatalog* (p. 136)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した名前付きクエリを削除
DeleteNamedQuery
する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

指定した準備済みステートメン
DeletePreparedStatement
トを削除する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

ワークグループを削除する許可
DeleteWorkGroupを付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

データカタログを取得する許可
GetDataCatalog を付与

読み取り

datacatalog* (p. 136)

GetDatabase

特定のデータカタログのデータ
ベースを取得する許可を付与

読み取り

datacatalog* (p. 136)

指定した名前付きクエリに関す
GetNamedQuery る情報を取得する許可を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

指定した準備済みステートメン
GetPreparedStatement
トに関する情報を取得する許可
を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

指定したクエリ実行に関する情
GetQueryExecution
報を取得する許可を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

クエリ結果を取得する許可を付
GetQueryResults 与

読み取り

workgroup* (p. 136)

クエリ結果のストリーミングを
GetQueryResultsStream
取得する許可を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

指定したクエリ実行のランタイ
GetQueryRuntimeStatistics
ムの統計を取得する許可を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

特定のデータカタログのテーブ
GetTableMetadataルに関するメタデータを取得す
る許可を付与

読み取り

datacatalog* (p. 136)

GetWorkGroup ワークグループを取得する許可
を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

指定した AWS アカウント に対
ListDataCatalogs して、データカタログのリスト
を返す許可を付与

リスト

ListDatabases

リスト

特定のデータカタログのデータ
ベースのリストを返す許可を付
与

指定した AWS アカウント に対
ListEngineVersions
して、Athena エンジンバージョ
ン一覧を返す許可を付与
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datacatalog* (p. 136)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した AWS アカウント に対
ListNamedQueriesして、Amazon Athena の名前付
きクエリのリストを返す許可を
付与

リスト

workgroup* (p. 136)

指定したワークグループの準備
ListPreparedStatements
済みステートメントのリストを
返す許可を付与

リスト

workgroup* (p. 136)

指定した AWS アカウント に対
ListQueryExecutions
して、クエリ実行のリストを返
す許可を付与

読み取り

workgroup* (p. 136)

特定のデータカタログのデータ
ListTableMetadataベース内のテーブルに関するメ
タデータのリストを返す許可を
付与

読み取り

datacatalog* (p. 136)

リソースのタグのリストを返す
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

datacatalog* (p. 136)

指定した AWS アカウント に対
ListWorkGroups して、ワークグループのリスト
を返す許可を付与

リスト

文字列として指定された SQL ク
StartQueryExecution
エリを使用してクエリの実行を
開始する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

指定したクエリ実行を停止する
StopQueryExecution
許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

TagResource

タグ付け

datacatalog* (p. 136)

リソースにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

workgroup* (p. 136)

workgroup* (p. 136)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 136)
aws:TagKeys (p. 136)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

datacatalog* (p. 136)
workgroup* (p. 136)
aws:TagKeys (p. 136)

データカタログを更新する許可
UpdateDataCatalog
を付与

書き込み

datacatalog* (p. 136)

指定した名前付きクエリを更新
UpdateNamedQuery
する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)

準備済みステートメントを更新
UpdatePreparedStatement
する許可を付与

書き込み

workgroup* (p. 136)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークグループを更新する許可
UpdateWorkGroupを付与

書き込み

依存アク
ション

workgroup* (p. 136)

Amazon Athena で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 133)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

datacatalog

arn:${Partition}:athena:${Region}:
${Account}:datacatalog/${DataCatalogName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 136)

workgroup

arn:${Partition}:athena:${Region}:
${Account}:workgroup/${WorkGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 136)

Amazon Athena の条件キー
Amazon Athena では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Audit Manager のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Audit Manager (サービスプレフィックス auditmanager) では、IAM 許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Audit Manager で定義されるアクション (p. 137)
• AWS Audit Manager で定義されるリソースタイプ (p. 142)
• AWS Audit Manager の条件キー (p. 142)

AWS Audit Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS Audit Manager で証拠フォ
AssociateAssessmentReportEvidenceFolder
ルダを評価レポートに関連付け
る許可を付与します

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価レ
BatchAssociateAssessmentReportEvidence
ポートに証拠のリストを関連付
ける許可を付与します

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で評価の
BatchCreateDelegationByAssessment
委任を作成する許可を付与

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で評価の
BatchDeleteDelegationByAssessment
委任を削除する許可を付与

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価か
BatchDisassociateAssessmentReportEvidence
ら証拠のリストの関連付けを解
除する許可を付与

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価コ
BatchImportEvidenceToAssessmentControl
ントロールに証拠のリストをイ
ンポートする許可を付与

Write

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で使用す
CreateAssessment
る評価を作成する許可を付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 143)
AWS Audit Manager 内で使用で
CreateAssessmentFramework
きるようにフレームワークを作
成する許可を付与

Write

AWS Audit Manager 内で評価レ
CreateAssessmentReport
ポートを作成する許可を付与

Write

CreateControl

AWS Audit Manager 内で使用す
るコントロールを作成する許可
を付与

Write

AWS Audit Manager 内で評価を
DeleteAssessment削除する許可を付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)
assessment* (p. 142)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)
assessment* (p. 142)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)

AWS Audit Manager 内で評価フ
DeleteAssessmentFramework
レームワークを削除する許可を
付与

書き込み

assessmentFramework* (p. 142)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)

AWS Audit Manager 内のカスタ
DeleteAssessmentFrameworkShare
ムフレームワークに対する、共
有リクエストを削除するための
アクセス許可を付与する

書き込み

AWS Audit Manager 内で評価レ
DeleteAssessmentReport
ポートを削除する許可を付与

Write

assessment* (p. 142)

DeleteControl

Write

control* (p. 142)

AWS Audit Manager 内でコント
ロールを削除する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)

AWS Audit Manager 内でアカウ
DeregisterAccountントの登録を解除する許可を付
与

Write

AWS Audit Manager 内で委任さ
DeregisterOrganizationAdminAccount
れた管理者アカウントの委任を
解除する許可を付与

Write

AWS Audit Manager の評価レ
DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder
ポートから証拠フォルダの関連
付けを解除する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS Audit Manager 内でアカウ
GetAccountStatusントのステータスを取得する許
可を付与

Read

AWS Audit Manager 内で作成さ
GetAssessment れた評価を取得する許可を付与

Read

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価フ
GetAssessmentFramework
レームワークを取得する許可を
付与

Read

assessmentFramework* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価レ
GetAssessmentReportUrl
ポートの URL を取得する許可を
付与

Read

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価レ
GetChangeLogs ポートの変更ログを取得する許
可を付与

Read

assessment* (p. 142)

GetControl

AWS Audit Manager 内でコント
ロールを取得する許可を付与

Read

control* (p. 142)

AWS Audit Manager 内のすべて
の委任を取得する許可を付与

リスト

AWS Audit Manager から証拠を
取得する許可を付与

Read

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の証拠
GetEvidenceByEvidenceFolder
フォルダからすべての証拠を取
得する許可を付与

Read

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager から証拠
GetEvidenceFolder
フォルダを取得する許可を付与

Read

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価か
GetEvidenceFoldersByAssessment
ら証拠フォルダを取得する許可
を付与

Read

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の評価コ
GetEvidenceFoldersByAssessmentControl
ントロールから証拠フォルダを
取得する許可を付与

読み取り

assessmentControlSet* (p. 142)

GetInsights

アクティブなすべての評価の分
析データを取得するアクセス許
可を付与します。

読み取り

特定のアクティブな評価の分析
GetInsightsByAssessment
データを取得するアクセス許可
を付与します。

読み取り

AWS Audit Manager 内で委任さ
GetOrganizationAdminAccount
れた管理者アカウントを取得す
る許可を付与

Read

GetDelegations
GetEvidence
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Audit Manager で評価のス
GetServicesInScope
コープ内にあるサービスを取得
する許可を付与

Read

GetSettings

読み取り

AWS Audit Manager 内で構成し
た設定を取得する許可を付与

特定のコントロールドメインお
ListAssessmentControlInsightsByControlDomain
よびアクティブアセスメント
内のコントロールの分析データ
を一覧表示する権限を付与しま
す。

リスト

AWS Audit Manager 内のカスタ
ListAssessmentFrameworkShareRequests
ムフレームワークについて、送
信または受信されたすべての共
有リクエストをリストするため
のアクセス許可を付与する

リスト

AWS Audit Manager 内のすべて
ListAssessmentFrameworks
の評価フレームワークを一覧表
示する許可を付与

リスト

AWS Audit Manager 内のすべて
ListAssessmentReports
の評価レポートを一覧表示する
許可を付与

リスト

AWS Audit Manager 内のすべて
ListAssessments の評価を一覧表示する許可を付
与

リスト

すべてのアクティブな評価でコ
ListControlDomainInsights
ントロールドメインの分析デー
タを一覧表示する権限を付与し
ます。

リスト

特定のアクティブな評価でコン
ListControlDomainInsightsByAssessment
トロールドメインの分析データ
を一覧表示する権限を付与しま
す。

リスト

すべてのアクティブな評価で、
ListControlInsightsByControlDomain
特定のコントロールドメイン
内のコントロールの分析データ
を一覧表示する権限を付与しま
す。

リスト

ListControls

AWS Audit Manager 内のすべて
のコントロールを一覧表示する
許可を付与

リスト

AWS Audit Manager 内のすべて
ListKeywordsForDataSource
のデータソースを一覧表示する
許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS Audit Manager 内のすべて
ListNotifications の通知を一覧表示する許可を付
与

リスト

AWS Audit Manager リソースの
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS Audit Manager でアカウン
RegisterAccount トを登録する許可を付与

Write

AWS Audit Manager 内で委任さ
RegisterOrganizationAdminAccount
れた管理者として組織内のアカ
ウントを登録する許可を付与

書き込み

AWS Audit Manager 内のカスタ
StartAssessmentFrameworkShare
ムフレームワークに対する共有
リクエストを、作成するための
アクセス許可を付与する

書き込み

assessmentFramework* (p. 142)

TagResource

タグ付け

assessment (p. 142)

AWS Audit Manager リソースに
タグを付ける許可を付与

assessment (p. 142)
control (p. 142)

control (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 142)

AWS Audit Manager リソースの
UntagResource タグを解除する許可を付与

タグ付け

assessment (p. 142)
control (p. 142)
aws:TagKeys (p. 143)

AWS Audit Manager 内で評価を
UpdateAssessment
更新する許可を付与

Write

assessment* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で評価コ
UpdateAssessmentControl
ントロールを更新する許可を付
与

Write

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で設定し
UpdateAssessmentControlSetStatus
た評価コントロールのステータ
スを更新する許可を付与

Write

assessmentControlSet* (p. 142)

AWS Audit Manager 内で評価フ
UpdateAssessmentFramework
レームワークを更新する許可を
付与

書き込み

assessmentFramework* (p. 142)

AWS Audit Manager 内のカスタ
UpdateAssessmentFrameworkShare
ムフレームワークに対する共有
リクエストを、更新するための
アクセス許可を付与する

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Audit Manager 内で評価の
UpdateAssessmentStatus
ステータスを更新する許可を付
与

Write

assessment* (p. 142)

UpdateControl

AWS Audit Manager 内でコント
ロールを更新する許可を付与

Write

control* (p. 142)

AWS Audit Manager 内の設定を
更新する許可を付与

Write

AWS Audit Manager 内の評価レ
ValidateAssessmentReportIntegrity
ポートの整合性を検証する許可
を付与

Read

UpdateSettings

依存アク
ション

AWS Audit Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 137)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
assessment

条件キー

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:
${Account}:assessment/${AssessmentId}

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:
assessmentFramework
${Account}:assessmentFramework/
${AssessmentFrameworkId}
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:
assessmentControlSet
${Account}:assessment/${AssessmentId}/
ControlSet/${ControlSetId}
control

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:
${Account}:control/${ControlId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 143)

AWS Audit Manager の条件キー
AWS Audit Manager は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

AWS Auto Scaling のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Auto Scaling (サービスプレフィックス: autoscaling-plans) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Auto Scaling で定義されるアクション (p. 143)
• AWS Auto Scaling で定義されるリソースタイプ (p. 144)
• AWS Auto Scaling の条件キー (p. 144)

AWS Auto Scaling で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スケーリングプランを作成しま
CreateScalingPlanす。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたスケーリングプラン
DeleteScalingPlanを削除します。

Write

指定されたスケーリングプラン
DescribeScalingPlanResources
内のスケーラブルなリソースに
ついて説明します。

Read

指定されたスケーリングプラ
DescribeScalingPlans
ン、またはすべてのスケーリン
グプランの説明を表示します。

Read

スケーラブルなリソースの予測
GetScalingPlanResourceForecastData
データを取得します。

Read

スケーリングプランを更新しま
UpdateScalingPlan
す。

Write

依存アク
ション

AWS Auto Scaling で定義されるリソースタイプ
AWS Auto Scaling では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。AWS Auto Scaling へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AWS Auto Scaling の条件キー
Auto Scaling には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Backup のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Backup (サービスプレフィックス: backup) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Backup で定義されるアクション (p. 145)
• AWS Backup で定義されるリソースタイプ (p. 150)
• AWS Backup の条件キー (p. 151)
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AWS Backup で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バックアップボールトからコ
CopyFromBackupVault
ピーするアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

バックアップボールトにコピー
CopyIntoBackupVault
するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

新しいバックアッププランを作
CreateBackupPlan成するアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

backup:CopyTargets (p. 151)
backup:CopyTargetOrgPaths (p. 151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)

backupPlan* (p. 150)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

バックアッププランで新しいリ
CreateBackupSelection
ソース割り当てを作成するアク
セス許可を付与

書き込み

backupPlan* (p. 150)

新しいバックアップボールトを
CreateBackupVault
作成するアクセス許可を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

iam:PassRole

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

新しいフレームワークを作成す
CreateFrameworkる許可を付与

書き込み

framework* (p. 151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

新しいレポートプランを作成す
CreateReportPlanる許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)
backup:FrameworkArns (p. 151)
バックアッププランを削除する
DeleteBackupPlanアクセス許可を付与

書き込み

backupPlan* (p. 150)

バックアッププランからリソー
DeleteBackupSelection
ス割り当てを削除するアクセス
許可を付与

書き込み

backupPlan* (p. 150)

バックアップボールトを削除す
DeleteBackupVault
るアクセス許可を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

バックアップボールトアクセス
DeleteBackupVaultAccessPolicy
ポリシーを削除するアクセス許
可を付与

経営へのア backupVault* (p. 150)
クセス権

バックアップボールトからロッ
DeleteBackupVaultLockConfiguration
ク設定を削除するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

バックアップボールトから通知
DeleteBackupVaultNotifications
を削除するためのアクセス許可
を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

フレームワークを削除する許可
DeleteFramework を付与

書き込み

framework* (p. 151)

バックアップボールトからリカ
DeleteRecoveryPoint
バリポイントを削除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

recoveryPoint* (p. 150)

レポートプランを削除する許可
DeleteReportPlan を付与

書き込み

reportPlan* (p. 151)

バックアップジョブを記述する
DescribeBackupJob
アクセス許可を付与

読み込み

指定された名前の新しいバック
DescribeBackupVault
アップボールトを記述するアク
セス許可を付与

読み込み

コピージョブを記述するアクセ
DescribeCopyJob ス許可を付与

読み込み

指定された名前のフレームワー
DescribeFramework
クを記述する許可を付与

読み込み

グローバル設定を記述するアク
DescribeGlobalSettings
セス許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

保護されたリソースを記述する
DescribeProtectedResource
アクセス許可を付与

読み込み

リカバリポイントを記述するア
DescribeRecoveryPoint
クセス許可を付与

読み込み

リージョン設定を記述するアク
DescribeRegionSettings
セス許可を付与

読み込み

レポートジョブを記述する許可
DescribeReportJob
を付与

読み込み

指定された名前のレポートプラ
DescribeReportPlan
ンを記述する許可を付与

読み込み

復元ジョブを記述するアクセス
DescribeRestoreJob
許可を付与

読み込み

バックアップボールトからリカ
DisassociateRecoveryPoint
バリポイントの関連付けを解除
するアクセス許可を付与

書き込み

バックアッププランを JSON と
ExportBackupPlanTemplate
してエクスポートするアクセス
許可を付与

読み込み

バックアッププランを取得する
GetBackupPlan アクセス許可を付与

読み込み

recoveryPoint* (p. 150)

reportPlan* (p. 151)

recoveryPoint* (p. 150)

backupPlan* (p. 150)

JSON をバックアッププランに変 読み込み
GetBackupPlanFromJSON
換するアクセス許可を付与
テンプレートをバックアッププ
GetBackupPlanFromTemplate
ランに変換するアクセス許可を
付与

読み込み

バックアッププランのリソース
GetBackupSelection
割り当てを取得するアクセス許
可を付与

読み込み

backupPlan* (p. 150)

バックアップボールトアクセス
GetBackupVaultAccessPolicy
ポリシーを取得するアクセス許
可を付与

読み込み

backupVault* (p. 150)

バックアップボールト通知を取
GetBackupVaultNotifications
得するアクセス許可を付与

読み込み

backupVault* (p. 150)

リカバリポイント復元メタデー
GetRecoveryPointRestoreMetadata
タを取得するアクセス許可を付
与

読み込み

recoveryPoint* (p. 150)

サポートされているリソースタ
GetSupportedResourceTypes
イプを取得するアクセス許可を
付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バックアップジョブを一覧表示
ListBackupJobs するアクセス許可を付与

リスト

AWS Backup が提供するバック
ListBackupPlanTemplates
アッププランテンプレートを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

バックアッププランのバージョ
ListBackupPlanVersions
ンを一覧表示するアクセス許可
を付与

リスト

バックアッププランを一覧表示
ListBackupPlans する許可を付与

リスト

特定のバックアッププランのリ
ListBackupSelections
ソース割り当てを一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

バックアップボールトを一覧表
ListBackupVaults 示する許可を付与

リスト

ListCopyJobs

コピージョブを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

フレームワークを一覧表示する
ListFrameworks 許可を付与

リスト

AWS Backup によって保護され
ListProtectedResources
たリソースを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

バックアップボールト内のリカ
ListRecoveryPointsByBackupVault
バリポイントを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

リソースのリカバリポイントを
ListRecoveryPointsByResource
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

ListReportJobs レポートジョブを一覧表示する
ための許可を付与

リスト

レポートプランを一覧表示する
ListReportPlans ための許可を付与

リスト

復元ジョブを一覧表示するアク
ListRestoreJobs セス許可を付与

リスト

ListTags

読み込み

リソースのタグを一覧表示する
許可を付与

backupPlan* (p. 150)

backupPlan* (p. 150)

backupVault* (p. 150)

backupPlan (p. 150)
backupVault (p. 150)
framework (p. 151)
recoveryPoint (p. 150)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

reportPlan (p. 151)
バックアップボールトにアクセ
PutBackupVaultAccessPolicy
スポリシーを追加するアクセス
許可を付与

経営へのア backupVault* (p. 150)
クセス権

バックアップボールトにロック
PutBackupVaultLockConfiguration
設定を追加するためのアクセス
許可を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

バックアップボールトに SNS ト
PutBackupVaultNotifications
ピックを追加するアクセス許可
を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

新しいバックアップジョブを開
StartBackupJob 始するアクセス許可を付与

書き込み

backupVault* (p. 150)

iam:PassRole

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

StartCopyJob

バックアップ元ボールトから
バックアップ先ボールトにバッ
クアップデータをコピーするア
クセス許可を付与

書き込み

recoveryPoint* (p. 150)

StartReportJob 新しいレポートジョブを開始す
るための許可を付与

書き込み

reportPlan* (p. 151)

新しい復元ジョブを開始するア
StartRestoreJob クセス許可を付与

書き込み

recoveryPoint* (p. 150)

バックアップジョブを停止する
StopBackupJob アクセス許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

iam:PassRole

iam:PassRole

backupPlan (p. 150)
backupVault (p. 150)
framework (p. 151)
recoveryPoint (p. 150)
reportPlan (p. 151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

backupPlan (p. 150)
backupVault (p. 150)
framework (p. 151)
recoveryPoint (p. 150)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

reportPlan (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)
バックアッププランを更新する
UpdateBackupPlan
アクセス許可を付与

書き込み

backupPlan* (p. 150)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

フレームワークを更新するため
UpdateFrameworkの許可を付与

書き込み

framework* (p. 151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 151)
aws:TagKeys (p. 151)

AWS アカウントの現在のグロー
UpdateGlobalSettings
バル設定を更新するアクセス許
可を付与

書き込み

リカバリポイントのライフサイ
UpdateRecoveryPointLifecycle
クルを更新するアクセス許可を
付与

書き込み

リージョンの現在のサービスオ
UpdateRegionSettings
プトイン設定を更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

レポートプランを更新するため
UpdateReportPlanの許可を付与

書き込み

recoveryPoint* (p. 150)

reportPlan* (p. 151)
backup:FrameworkArns (p. 151)

AWS Backup で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 145)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

backupVault

arn:${Partition}:backup:${Region}:
${Account}:backup-vault:${BackupVaultName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 151)

backupPlan

arn:${Partition}:backup:${Region}:
${Account}:backup-plan:${BackupPlanId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 151)

recoveryPoint

arn:${Partition}:${Vendor}:${Region}:*:
${ResourceType}:${RecoveryPointId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 151)
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リソースタイプ ARN

条件キー

framework

arn:${Partition}:backup:${Region}:
${Account}:framework:${FrameworkName}${FrameworkId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 151)

reportPlan

arn:${Partition}:backup:${Region}:
${Account}:report-plan:${ReportPlanName}${ReportPlanId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 151)

AWS Backup の条件キー
AWS Backup では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

組織単位でアクセスをフィルタリングします
backup:CopyTargetOrgPaths

ArrayOfString

バックアップボールトの ARN でアクセスをフィルタリング
backup:CopyTargets します

ArrayOfARN

フレームワーク ARN によりアクセスをフィルタリングする
backup:FrameworkArns

ArrayOfARN

AWS Backup ゲートウェイのアクション、リソース、
および条件キー
AWS バックアップ ゲートウェイ(サービスプレフィックス: backup-gateway) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキー
が用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• バックアップ AWS ゲートウェイで定義されるアクション (p. 152)
• AWS Backup で定義されるリソースタイプ (p. 154)
• AWS Backup の条件キー (p. 154)

バックアップ AWS ゲートウェイで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GateWayToServerに関連付ける
AssociateGatewayToServer
アクセス許可を付与します

書き込み

Backup

書き込み

バックアップジョブを一覧表示
するアクセス権限を付与します

依存アク
ション

gateway* (p. 154)
hypervisor* (p. 154)
virtualmachine* (p. 154)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

CreateGateWay にアクセス許可
CreateGateway を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

DeleteGateway

DeleteGateWay にアクセス許可
を付与

書き込み

gateway* (p. 154)

DeleteHypervisor を実行するアク 書き込み
DeleteHypervisor セス許可を付与します

hypervisor* (p. 154)

サーバーからゲートウェイの関
DisassociateGatewayFromServer
連付けを解除するアクセス許可
を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

GetGateway

読み取り

gateway* (p. 154)

GetGateway に許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ImporthypervisorConfiguration を
ImportHypervisorConfiguration
インポートするアクセス許可を
付与します

書き込み

ListGateways

ListGateways にアクセス許可を
付与

読み込み

ListHypervisors にアクセス許可
を付与

読み込み

タグを一覧表示するアクセス許
ListTagsForResource
可を付与します

読み込み

ListHypervisors

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

gateway (p. 154)
hypervisor (p. 154)
virtualmachine (p. 154)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

仮想マシンを一覧表示するアク
ListVirtualMachines
セス許可を付与します

読み込み

MaintenNCEStartTime を配置す
PutMaintenanceStartTime
るアクセス許可を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

Restore

書き込み

hypervisor* (p. 154)

復元ジョブを一覧表示するアク
セス権限を付与します

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

gateway (p. 154)
hypervisor (p. 154)
virtualmachine (p. 154)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)

Testhypervisor 設定にアクセス権
TestHypervisorConfiguration
限を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

リソースのタグを解除するアク
UntagResource セス許可を付与します

タグ付け

gateway (p. 154)
hypervisor (p. 154)
virtualmachine (p. 154)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 154)
aws:TagKeys (p. 155)
UpdateGatewayInformation する
UpdateGatewayInformation
アクセス許可を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

UpdateGatewaySoftwareNow に
UpdateGatewaySoftwareNow
権限を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

UpdateHypervisor のアクセス許
UpdateHypervisor可を付与します

書き込み

gateway* (p. 154)

AWS Backup で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 152)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

gateway

arn:${Partition}:backup-gateway::
${Account}:gateway/${GatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 154)

hypervisor

arn:${Partition}:backup-gateway::
${Account}:hypervisor/${HypervisorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 154)

virtualmachine

arn:${Partition}:backup-gateway::
${Account}:vm/${VirtualmachineId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 154)

AWS Backup の条件キー
AWS Backup Gateway では、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

AWS Backup ストレージのアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Backup ストレージ (サービスプレフィックス: backup-storage) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Backup ストレージで定義されるアクション (p. 155)
• AWS Backup ストレージで定義されるリソースタイプ (p. 156)
• AWS Backup ストレージの条件キー (p. 156)

AWS Backup ストレージで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

MountCapsule
[アクセス許可
のみ]

KMS キーをバックアップボール
トに関連付けます。

Write
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AWS Backup ストレージで定義されるリソースタイプ
AWS Backup ストレージでは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。AWS Backup ストレージへのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

AWS Backup ストレージの条件キー
バックアップストレージには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Batch のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Batch (サービスプレフィックス: batch) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Batch で定義されるアクション (p. 156)
• AWS Batch で定義されるリソースタイプ (p. 160)
• AWS Batch の条件キー (p. 160)

AWS Batch で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJob

アカウントの AWS バッチジョブ
キューでジョブをキャンセルす
る許可を付与

書き込み

job* (p. 160)

書き込み

computeenvironment* (p. 160)

アカウントで AWS バッチコン
CreateComputeEnvironment
ピューティング環境を作成する
許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)

アカウントで AWS バッチジョブ
CreateJobQueue キューを作成する許可を付与

書き込み

computeenvironment* (p. 160)
jobqueue* (p. 160)
schedulingpolicy (p. 160)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)

アカウントで AWS バッチジョブ
CreateSchedulingPolicy
キューを作成する許可を付与

書き込み

schedulingpolicy* (p. 160)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)

アカウントで AWS バッチコン
DeleteComputeEnvironment
ピューティング環境を削除する
許可を付与

書き込み

computeenvironment* (p. 160)

アカウントで AWS バッチジョブ
DeleteJobQueue キューを削除する許可を付与

書き込み

jobqueue* (p. 160)

アカウントで AWS バッチジョブ
DeleteSchedulingPolicy
キューを削除する許可を付与

書き込み

schedulingpolicy* (p. 160)

アカウントで AWS バッチジョブ
DeregisterJobDefinition
定義を登録解除する許可を付与

書き込み

jobdefinition* (p. 160)

アカウントで 1 つ以上の AWS
DescribeComputeEnvironments
バッチコンピューティング環境
を記述する許可を付与

読み込み

アカウントで 1 つ以上の AWS
DescribeJobDefinitions
バッチジョブ定義を記述する許
可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントで 1 つ以上の AWS
DescribeJobQueues
バッチジョブキューを記述する
許可を付与

読み込み

DescribeJobs

読み込み

アカウントで AWS バッチジョブ
のリストを記述する許可を付与

アカウントで 1 つ以上の AWS
DescribeSchedulingPolicies
バッチジョブキューを記述する
許可を付与

読み込み

ListJobs

リスト

アカウントで指定された AWS
バッチジョブキューのジョブを
一覧表示する許可を付与

AWSアカウントのスケジュール
ListSchedulingPolicies
を一覧表示する許可を付与

読み込み

アカウントで AWS バッチリソー
ListTagsForResource
スのタグを一覧表示する許可を
付与

読み込み

依存アク
ション

computeenvironment (p. 160)
job (p. 160)
jobdefinition (p. 160)
jobqueue (p. 160)
schedulingpolicy (p. 160)

アカウントで AWS バッチジョブ
RegisterJobDefinition
定義を登録する許可を付与

書き込み

jobdefinition* (p. 160)
batch:User (p. 161)
batch:Privileged (p. 161)
batch:Image (p. 161)
batch:LogDriver (p. 161)
batch:AWSLogsGroup (p. 161)
batch:AWSLogsRegion (p. 161)
batch:AWSLogsStreamPrefix (p. 161)
batch:AWSLogsCreateGroup (p. 161)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SubmitJob

アカウントでジョブ定義から
AWS バッチジョブを送信する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

jobdefinition* (p. 160)
jobqueue* (p. 160)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)
batch:ShareIdentifier (p. 161)

TagResource

アカウントで AWS バッチリソー
スにタグ付けする許可を付与

タグ付け

computeenvironment (p. 160)
job (p. 160)
jobdefinition (p. 160)
jobqueue (p. 160)
schedulingpolicy (p. 160)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 161)
aws:TagKeys (p. 161)

TerminateJob

アカウントで AWS バッチジョブ
キューのジョブを停止する許可
を付与

書き込み

job* (p. 160)

アカウントで AWS バッチリソー
UntagResource スのタグ付けを解除する許可を
付与

タグ付け

computeenvironment (p. 160)
job (p. 160)
jobdefinition (p. 160)
jobqueue (p. 160)
schedulingpolicy (p. 160)
aws:TagKeys (p. 161)

アカウントで AWS バッチコン
UpdateComputeEnvironment
ピューティング環境を更新する
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントで AWS バッチジョブ
UpdateJobQueue キューを更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

jobqueue* (p. 160)
computeenvironment (p. 160)
schedulingpolicy (p. 160)

アカウントで AWS バッチジョブ
UpdateSchedulingPolicy
キューを更新する許可を付与

書き込み

schedulingpolicy* (p. 160)

AWS Batch で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 156)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

computeenvironment

arn:${Partition}:batch:${Region}:
${Account}:compute-environment/
${ComputeEnvironmentName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 161)

job-queue

arn:${Partition}:batch:${Region}:
${Account}:job-queue/${JobQueueName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 161)

job-definition

arn:${Partition}:batch:${Region}:
${Account}:job-definition/
${JobDefinitionName}:${Revision}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 161)

job

arn:${Partition}:batch:${Region}:
${Account}:job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 161)

schedulingpolicy

arn:${Partition}:batch:${Region}:
${Account}:scheduling-policy/
${SchedulingPolicyName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 161)

AWS Batch の条件キー
AWS Batch では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これらの
キーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の表
の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

指定したロギングドライバーに基づいてアクセスをフィルタ
batch:AWSLogsCreateGroup
リングし、awslogs グループがログに対して作成されるかど
うかを決定

Bool

ログが配置されている awslogs グループに基づいてアクセス
batch:AWSLogsGroupをフィルタリング

文字列

ログが送信されるリージョンに基づいてアクセスをフィルタ
batch:AWSLogsRegion
リング

文字列

awslogs ログストリームプレフィックスに基づいてアクセス
batch:AWSLogsStreamPrefix
をフィルタリング

文字列

batch:Image

コンテナの開始に使用するイメージに基づいてアクセスを
フィルタリング

文字列

batch:LogDriver

コンテナに使用されるログドライバーに基づいてアクセスを
フィルタリング

文字列

batch:Privileged

コンテナに、ホストコンテナインスタンスに対する昇格され
た権限 (ルートユーザーと同様) が付与されたかどうかを決定
する指定されたパラメータ値に基づいてアクセスをフィルタ
リング

Bool

送信ジョブ内で使用される ShareIdentifier によるアクセスを
batch:ShareIdentifier フィルタリングします。

文字列

batch:User

文字列

コンテナ内で使用されるユーザー名または数値 uid に基づい
てアクセスをフィルタリング

AWS Billing and Cost Management のアクション、リ
ソース、条件キー
AWS Billing and Cost Management (サービスプレフィックス: billing) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS Billing and Cost Management で定義されるアクション (p. 162)
• AWS Billing and Cost Management で定義されるリソースタイプ (p. 162)
• AWS Billing and Cost Management の条件キー (p. 162)

AWS Billing and Cost Management で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListBillingViews

プロフォーマ請求グループの請
求情報を取得するアクセス許可
を付与

読み取り

依存アク
ション

AWS Billing and Cost Management で定義されるリソースタイプ
AWS Billing and Cost Management では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。AWS Billing and Cost Management へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Billing and Cost Management の条件キー
Billing には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

AWS Billing Conductor のアクション、リソース、条
件キー
AWS Billing Conductor (サービスプレフィックス: billingconductor) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Billing Conductor で定義されるアクション (p. 163)
• AWS Billing Conductor で定義されるリソースタイプ (p. 165)
• AWS Billing Conductor の条件キー (p. 166)

AWS Billing Conductor で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 ～ 30 のアカウントを 1 つの請
AssociateAccounts
求グループに関連付ける許可を
付与

書き込み

billinggroup* (p. 165)

料金設定ルールを関連付ける許
AssociatePricingRules
可を付与

書き込み

pricingplan* (p. 165)

リソースをパーセンテージカス
BatchAssociateResourcesToCustomLineItem
タム明細項目にバッチで関連付
ける許可を付与

書き込み

customlineitem* (p. 166)

リソースをパーセンテージカス
BatchDisassociateResourcesFromCustomLineItem
タム明細項目からバッチで関連
付け解除する許可を付与

書き込み

customlineitem* (p. 166)

請求グループを作成する許可を
CreateBillingGroup
付与

書き込み

pricingplan* (p. 165)

依存アク
ション

pricingrule* (p. 165)

aws:TagKeys (p. 166)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)

カスタム明細項目を作成する許
CreateCustomLineItem
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)
料金設定プランを作成する許可
CreatePricingPlanを付与

書き込み

料金設定ルールを作成する許可
CreatePricingRuleを付与

書き込み

請求グループを削除する許可を
DeleteBillingGroup付与

書き込み

billinggroup* (p. 165)

カスタム明細項目を削除する許
DeleteCustomLineItem
可を付与

書き込み

customlineitem* (p. 166)

料金設定プランを削除する許可
DeletePricingPlanを付与

書き込み

pricingplan* (p. 165)

料金設定ルールを削除する許可
DeletePricingRuleを付与

書き込み

pricingrule* (p. 165)

1 ～ 30 のアカウントを請求グ
DisassociateAccounts
ループからデタッチする許可を
付与

書き込み

billinggroup* (p. 165)

料金設定ルールの関連付けを解
DisassociatePricingRules
除する許可を付与

書き込み

pricingplan* (p. 165)

連結アカウントが属する請求グ
ListAccountAssociations
ループを表示しながら特定の請
求期間の支払人アカウントの連
結アカウントを一覧表示する許
可を付与

リスト

請求グループのコストレポート
ListBillingGroupCostReports
を表示する許可を付与

読み込み

請求グループの詳細を表示する
ListBillingGroups 許可を付与

読み込み

カスタム明細項目を表示する許
ListCustomLineItems
可を付与

読み込み

料金プランの詳細を表示する許
ListPricingPlans 可を付与

読み込み

価格設定ルールに関連付けられ
ListPricingPlansAssociatedWithPricingRule
た価格プランを一覧表示する許
可を付与

リスト

料金ルールの詳細を表示する許
ListPricingRules 可を付与

読み込み
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)
aws:TagKeys (p. 166)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)

pricingrule* (p. 165)

pricingplan* (p. 165)
pricingrule* (p. 165)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

価格設定プランに関連付けられ
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan
た価格ルールを一覧表示する許
可を付与

リスト

パーセンテージカスタム明細項
ListResourcesAssociatedToCustomLineItem
目に関連付けられたリソースを
一覧表示する許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

読み込み

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

請求グループを更新する許可を
UpdateBillingGroup
付与

書き込み

billinggroup* (p. 165)

カスタム明細項目を更新する許
UpdateCustomLineItem
可を付与

書き込み

customlineitem* (p. 166)

料金設定プランを更新する許可
UpdatePricingPlanを付与

書き込み

pricingplan* (p. 165)

料金設定ルールを更新する許可
UpdatePricingRuleを付与

書き込み

pricingrule* (p. 165)

依存アク
ション

pricingplan* (p. 165)
pricingrule* (p. 165)
customlineitem* (p. 166)

aws:TagKeys (p. 166)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)
aws:TagKeys (p. 166)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)
aws:TagKeys (p. 166)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 166)

AWS Billing Conductor で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 163)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

billinggroup

arn:${Partition}:billingconductor::
${Account}:billinggroup/${BillingGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 166)

pricingplan

arn:${Partition}:billingconductor::
${Account}:pricingplan/${PricingPlanId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 166)

pricingrule

arn:${Partition}:billingconductor::
${Account}:pricingrule/${PricingRuleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 166)
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リソースタイプ ARN

条件キー

customlineitem arn:${Partition}:billingconductor::
${Account}:customlineitem/
${CustomLineItemId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 166)

AWS Billing Conductor の条件キー
AWS Billing Conductor では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Billing and Cost Management コンソールのアク
ション、リソース、および条件キー
AWS Billing and Cost Management コンソール (サービスプレフィックス: aws-portal) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Billing and Cost Management コンソールで定義されるアクション (p. 166)
• AWS Billing and Cost Management コンソールで定義されるリソースタイプ (p. 167)
• AWS Billing and Cost Management コンソールの条件キー (p. 168)

AWS Billing and Cost Management コンソールで定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ModifyAccount

アカウント設定を変更するアク
セス許可を IAM ユーザーに付与
するか拒否します

書き込み

ModifyBilling

請求設定を変更するアクセス許
可を IAM ユーザーに付与するか
拒否します

書き込み

支払い方法を変更するアクセス
ModifyPaymentMethods
許可を IAM ユーザーに付与する
か拒否します

書き込み

ViewAccount

アカウント設定を表示するアク
セス許可を IAM ユーザーに付与
するか拒否します

読み取り

ViewBilling

コンソールの請求ページを表示
するアクセス許可を IAM ユー
ザーに付与するか拒否します

読み取り

支払い方法を表示するアクセス
ViewPaymentMethods
許可を IAM ユーザーに付与する
か拒否します

読み取り

ViewUsage

読み取り

AWS 使用状況レポートを表示す
るアクセス許可を IAM ユーザー
に付与するか拒否します

依存アク
ション

AWS Billing and Cost Management コンソールで定義されるリ
ソースタイプ
AWS Billing and Cost Management コンソールでは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素での
リソース ARN の指定はサポートされていません。AWS Billing and Cost Management コンソールへのアク
セスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

167

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Braket

AWS Billing and Cost Management コンソールの条件キー
請求コンソールには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Braket のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Braket (サービスプレフィックス: braket) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Braket で定義されるアクション (p. 168)
• Amazon Braket で定義されるリソースタイプ (p. 169)
• Amazon Braket の条件キー (p. 170)

Amazon Braket で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJob

ジョブをキャンセルする許可を
付与

書き込み

job* (p. 170)

量子タスクをキャンセルする許
CancelQuantumTask
可を付与。

書き込み

quantumtask* (p. 170)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateJob

ジョブを作成する許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 170)
aws:TagKeys (p. 170)

量子タスクを作成する許可を付
CreateQuantumTask
与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 170)
aws:TagKeys (p. 170)

GetDevice

Amazon Braket で利用可能なデ
バイスに関する情報を取得する
許可を付与。

読み取り

GetJob

ジョブを取得する許可を付与。

読み取り

job* (p. 170)

量子タスクを取得する許可を付
GetQuantumTask 与。

読み取り

quantumtask* (p. 170)

量子タスクリソースまたはジョ
ListTagsForResource
ブに適用されているタグを一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

読み取り

job (p. 170)

SearchDevices Amazon Braket で利用可能なデ
バイスを検索する許可を付与。

読み取り

SearchJobs

読み取り

ルームを検索する許可を付与

quantumtask (p. 170)

量子タスクを検索する許可を付
SearchQuantumTasks
与。

読み取り

TagResource

タグ付け

Canary に 1 つ以上のタグを追加
するアクセス権限を付与します

quantumtask (p. 170)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 170)
aws:TagKeys (p. 170)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与。タグは、
キーと値のペアから構成されま
す。

タグ付け

job (p. 170)
quantumtask (p. 170)
aws:TagKeys (p. 170)

Amazon Braket で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 168)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

quantum-task

arn:${Partition}:braket:${Region}:
${Account}:quantum-task/${RandomId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 170)

job

arn:${Partition}:braket:${Region}:
${Account}:job/${JobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 170)

Amazon Braket の条件キー
Amazon Braket では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Budget Service のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Budget Service (サービスプレフィックス: budgets) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Budget Service で定義されるアクション (p. 170)
• AWS Budget Service で定義されるリソースタイプ (p. 172)
• AWS Budget Service の条件キー (p. 172)

AWS Budget Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
AWS Billing and Cost Managementアカウントのスケジュールを一覧表示する許可を付与
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

予算が特定の予算しきい値を超
CreateBudgetAction
えた場合に実行するように設定
できる応答を作成、および定義
する許可を付与。

Write

budgetAction* (p. 172)

iam:PassRole

特定の予算に関連付けられてい
DeleteBudgetAction
るアクションを削除するアクセ
ス許可を付与します。

Write

budgetAction* (p. 172)

予算に関連付けられた特定の予
DescribeBudgetAction
算アクションの詳細を取得する
許可を付与。

Read

budgetAction* (p. 172)

特定の予算アクションに関連付
DescribeBudgetActionHistories
けられた予算アクションステー
タスの履歴ビューを取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す。これらのステータスには、
「スタンバイ」、「保留中」、
「実行済み」などの像が含まれ
ます。

Read

budgetAction* (p. 172)

アカウントに関連付けられてい
DescribeBudgetActionsForAccount
るすべての予算アクションの詳
細を取得する許可を付与。

Read

予算に関連付けられているすべ
DescribeBudgetActionsForBudget
ての予算アクションの詳細を取
得する許可を付与。

Read

budget* (p. 172)

保留中の予算アクションを開始
ExecuteBudgetAction
し、以前に実行された予算アク
ションを取り消すアクセス許可
を付与します。

Write

budgetAction* (p. 172)

ModifyBudget

Write

budget* (p. 172)

予算と予算の詳細を変更する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

予算に関連付けられた特定の予
UpdateBudgetAction
算アクションの詳細を更新する
アクセス許可を付与します。

Write

budgetAction* (p. 172)

iam:PassRole

ViewBudget

Read

budget* (p. 172)

予算と予算の詳細を表示する許
可を付与

AWS Budget Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 170)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

budget

arn:${Partition}:budgets::${Account}:budget/
${BudgetName}

budgetAction

arn:${Partition}:budgets::${Account}:budget/
${BudgetName}/action/${ActionId}

AWS Budget Service の条件キー
Budget には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

AWS BugBust のアクション、リソース、条件キー
AWS BugBust (サービスプレフィックス: bugbust) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS BugBust で定義されるアクション (p. 173)
• AWS BugBust で定義されるリソースタイプ (p. 175)
• AWS BugBust の条件キー (p. 176)
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AWS BugBust で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateEvent
[アクセス許可
のみ]

BugBust イベントを作成する許
可を付与

書き込み

チェックインされたプロファイ
EvaluateProfilingGroups
ルグループを評価する許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

GetEvent [アク イベントの顧客詳細を表示する
セス許可のみ]
許可を付与

読み込み

BugBust イベントに参加しよう
GetJoinEventStatus
とする BugBust プレイヤーの状
[アクセス許可
態を表示する許可を付与
のみ]

読み込み

JoinEvent [ア
クセス許可の
み]

イベントに参加する許可を付与

書き込み

ListBugs [アク
セス許可のみ]

イベントにインポートされたバ
グを表示するアクセス許可を付
与し、プレイヤーが作業できる
ようにします。

依存アク
ション

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 176)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

読み込み

Event* (p. 175)

codegurureviewer:DescribeCodeRe

codegurureviewer:ListRecommenda
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

イベントの参加者を表示する許
ListEventParticipants
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

[アクセス許可
のみ]

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

イベントのプレイヤーのスコア
ListEventScores を表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

ListEvents [ア
クセス許可の
み]

リスト

BugBust イベントの一覧を表示
する許可を付与

Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

イベントにインポートされたプ
ListProfilingGroups
ロファイルグループを表示す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与し、プレ
のみ]
イヤーが操作できるようにしま
す。

読み込み

イベントでクレームされたバグ
ListPullRequests に対する修正を送信するために
[アクセス許可
プレイヤーが使用するプルリク
のみ]
エストを表示する許可を付与

読み込み

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

Bugbust リソースのタグを一覧表 読み込み
ListTagsForResource
示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Event* (p. 175)

TagResource
[アクセス許可
のみ]

Event* (p. 175)

Bugbust リソースにタグ付けする タグ付け
許可を付与

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

aws:TagKeys (p. 176)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 176)

Bugbust リソースのタグ付けを解 タグ付け
UntagResource 除する許可を付与
[アクセス許可
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

UpdateEvent
[アクセス許可
のみ]

BugBust イベントを更新するた
めのアクセス許可を付与

書き込み

codeguruprofiler:DescribeProfilingG

Event* (p. 175)

codeguruprofiler:ListProfilingGroups

codegurureviewer:DescribeCodeRe

codegurureviewer:ListCodeReviews

codegurureviewer:ListRecommenda
codegurureviewer:TagResource
codegurureviewer:UnTagResource
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
クレーム済みまたはクレームさ
UpdateWorkItem れていない (バグまたはプロファ
[アクセス許可
イリンググループ) として作業項
のみ]
目を更新する許可を付与

書き込み

イベントの作業項目（バグまた
UpdateWorkItemAdmin
はプロファイリンググループ）
[アクセス許可
を更新する許可を付与
のみ]

書き込み

Event* (p. 175)

codegurureviewer:ListRecommenda

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)
Event* (p. 175)

codegurureviewer:ListRecommenda

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

AWS BugBust で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 173)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Event

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 176)

arn:${Partition}:bugbust:${Region}:
${Account}:events/${EventId}
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AWS BugBust の条件キー
AWS BugBust では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Certificate Manager のアクション、リソース、
および条件キー
AWS Certificate Manager (サービスプレフィックス: acm) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Certificate Manager で定義されるアクション (p. 176)
• AWS Certificate Manager で定義されるリソースタイプ (p. 178)
• AWS Certificate Manager の条件キー (p. 178)

AWS Certificate Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

証明書に 1 つ以上のタグを追加
AddTagsToCertificate
するアクセス権限を付与します

タグ付け

依存アク
ション

certificate* (p. 178)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 178)
aws:TagKeys (p. 179)

証明書と関連付けられた秘密
DeleteCertificate キーを削除するアクセス権限を
付与します

書き込み

certificate* (p. 178)

証明書とそのメタデータを取得
DescribeCertificate
するアクセス権限を付与します

読み込み

certificate* (p. 178)

プライベート認証機関 (CA) に
ExportCertificate よって発行されたプライベート
証明書をどこでも使用できるよ
うにエクスポートするアクセス
権限を付与します

読み込み

certificate* (p. 178)

AWS Certificate Manager からア
GetAccountConfiguration
カウントレベル設定を取得する
アクセス許可を付与します

読み込み

GetCertificate

読み込み

certificate* (p. 178)

書き込み

certificate* (p. 178)

証明書 ARN の証明書と証明書
チェーンを取得するアクセス権
限を付与します

サードパーティーの証明書を
ImportCertificate AWS Certificate Manager (ACM)
にインポートする許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 178)
aws:TagKeys (p. 179)

ListCertificates

証明書の ARN のリストと各
ARN のドメイン名を取得するア
クセス権限を付与します

リスト

証明書に関連付けられているタ
ListTagsForCertificate
グを一覧表示するアクセス権限
を付与します

読み込み

AWS Certificate Manager でアカ
PutAccountConfiguration
ウントレベルの設定を更新する
アクセス許可を付与します

書き込み

証明書から 1 つ以上のタグを削
RemoveTagsFromCertificate
除するアクセス権限を付与しま
す

タグ付け
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 179)
適格なプライベート証明書を更
RenewCertificate 新するアクセス権限を付与しま
す

書き込み

certificate* (p. 178)

パブリック証明書またはプライ
RequestCertificateベート証明書をリクエストする
アクセス権限を付与します

書き込み

ドメイン所有権の検証をリクエ
ResendValidationEmail
ストするメールを再送信するア
クセス権限を付与します

書き込み

certificate* (p. 178)

証明書の設定を更新するアクセ
UpdateCertificateOptions
ス権限を付与します。証明書の
透過性の記録をオプトインする
かオプトアウトするかを指定す
るためにこれを使用します

書き込み

certificate* (p. 178)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 178)
aws:TagKeys (p. 179)

AWS Certificate Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 176)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

certificate

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 178)

arn:${Partition}:acm:${Region}:
${Account}:certificate/${CertificateId}

AWS Certificate Manager の条件キー
AWS Certificate Manager では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスによってア
クセスをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアによって
アクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

AWS Certificate Manager Private Certificate Authority
のアクション、リソース、および条件キー
AWS Certificate Manager Private Certificate Authority (サービスプレフィックス: acm-pca) では、IAM ア
クセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキス
トキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Certificate Manager Private Certificate Authority で定義されるアクション (p. 179)
• AWS Certificate Manager Private Certificate Authority で定義されるリソースタイプ (p. 181)
• AWS Certificate Manager Private Certificate Authority の条件キー (p. 182)

AWS Certificate Manager Private Certificate Authority で定義され
るアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ACM Private CA とそれに関連付
CreateCertificateAuthority
けられたプライベートキーおよ
び設定を作成する許可を付与し
ます
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書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 182)
aws:TagKeys (p. 182)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ACM Private CA の監査報告書を
CreateCertificateAuthorityAuditReport
作成する許可を付与します

書き込み

ACM Private CA のアクセス許可
CreatePermissionを作成する許可を付与します

経営へのア certificateクセス権
authority* (p. 182)

ACM Private CA とそれに関連付
DeleteCertificateAuthority
けられたプライベートキーおよ
び設定を削除する許可を付与し
ます

書き込み

ACM Private CA のアクセス許可
DeletePermission を削除する許可を付与します

経営へのア certificateクセス権
authority* (p. 182)

DeletePolicy

経営へのア certificateクセス権
authority* (p. 182)

ACM Private CA のポリシーを削
除する許可を付与します

certificateauthority* (p. 182)

certificateauthority* (p. 182)

指定された ACM Private CA に含
DescribeCertificateAuthority
まれる設定フィールドおよびス
テータスフィールドのリストを
返す許可を付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

ACM Private CA 監査報告書のス
DescribeCertificateAuthorityAuditReport
テータスと情報を返す許可を付
与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

GetCertificate

ARN で指定された認証機関の
ACM Private CA 証明書および証
明書チェーンを取得する許可を
付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

ARN で指定された認証機関の
GetCertificateAuthorityCertificate
ACM Private CA 証明書および証
明書チェーンを取得する許可を
付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

ARN で指定された認証機関の
GetCertificateAuthorityCsr
ACM Private CA 証明書の署名リ
クエスト (CSR) を取得する許可
を付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

GetPolicy

ACM Private CA のポリシーを取
得する許可を付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

ACM Private CA の CA 証明書と
ImportCertificateAuthorityCertificate
して使用するために、SSL/TLS
証明書を ACM Private CA にイン
ポートする許可を付与します

書き込み

certificateauthority* (p. 182)

ACM Private CA 証明書を発行す
る許可を付与します

書き込み

certificateauthority* (p. 182)

IssueCertificate

依存アク
ション

acmpca:TemplateArn (p. 182)

180

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Certificate Manager Private Certificate Authority

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ACM Private CA 認証機関 ARN
リスト
ListCertificateAuthorities
のリストと、呼び出し元アカウ
ントの各 CA のステータスの概要
を取得する許可を付与します
ACM Private CA 認証機関に適用
ListPermissions されているアクセス許可を一覧
表示する許可を付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

ListTags

ACM Private CA 認証機関に適用
されているタグを一覧表示する
許可を付与します

読み取り

certificateauthority* (p. 182)

PutPolicy

ACM Private CA のポリシーを配
置する許可を付与します

経営へのア certificateクセス権
authority* (p. 182)

ACM Private CA を削除済みの状
RestoreCertificateAuthority
態から削除された時点の状態に
復元する許可を付与します

書き込み

certificateauthority* (p. 182)

ACM Private CA によって発行さ
RevokeCertificate れた証明書を取り消す許可を付
与します

書き込み

certificateauthority* (p. 182)

ACM Private CA に 1 つ以上のタ
TagCertificateAuthority
グを追加する許可を付与します

タグ付け

certificateauthority* (p. 182)
aws:TagKeys (p. 182)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 182)

ACM Private CA から 1 つ以上の
UntagCertificateAuthority
タグを削除する許可を付与しま
す

タグ付け

ACM Private CA の設定を更新す
UpdateCertificateAuthority
る許可を付与します

書き込み

certificateauthority* (p. 182)
aws:TagKeys (p. 182)
certificateauthority* (p. 182)

AWS Certificate Manager Private Certificate Authority で定義され
るリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 179)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

certificateauthority

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 182)

arn:${Partition}:acm-pca:${Region}:
${Account}:certificate-authority/
${CertificateAuthorityId}

AWS Certificate Manager Private Certificate Authority の条件キー
AWS Certificate Manager Private Certificate Authority は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる
次の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさ
らに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してくださ
い。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

acmpca:TemplateArn

リクエスト内の TemplateArn のプレゼンスに基づいて、証明
書発行リクエストをフィルタリングします。

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいて作成リクエス
トをフィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内の必須のタグの存在に基づいて作成リクエスト
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Chatbot のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Chatbot (サービスプレフィックス: chatbot) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Chatbot で定義されるアクション (p. 183)
• AWS Chatbot で定義されるリソースタイプ (p. 184)
• AWS Chatbot の条件キー (p. 185)

182

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Chatbot

AWS Chatbot で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS Chatbot Chime Webhook
CreateChimeWebhookConfiguration
Configuration を作成する許可を
付与

書き込み

AWS Chatbot Slack Channel
CreateSlackChannelConfiguration
Configuration を作成する許可を
付与

書き込み

AWS Chatbot Chime Webhook
DeleteChimeWebhookConfiguration
Configuration を削除する許可を
付与

書き込み

ChatbotConfiguration* (p. 185)

AWS Chatbot Slack Channel
DeleteSlackChannelConfiguration
Configuration を削除する許可を
付与

書き込み

ChatbotConfiguration* (p. 185)

AWS Chatbot Slack ユーザー ID
DeleteSlackUserIdentity
を削除するアクセス許可を付与
します

書き込み

AWS アカウント に関連付けられ
DeleteSlackWorkspaceAuthorization
た AWSChatbot を用いて Slack
ワークスペース認証を削除する
許可を付与

書き込み

AWS アカウントのすべての
DescribeChimeWebhookConfigurations
AWS Chatbot Chime Webhook
Configurations を一覧表示する許
可を付与

読み込み

AWS アカウント で、すべて
DescribeSlackChannelConfigurations
の AWS Chatbot Slack Channel
Configurations を一覧表示する許
可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Chatbot サービスでオン
DescribeSlackChannels
ボーディングされている AWS
アカウントに接続された Slack
ワークスペースのすべてのパブ
リック Slack チャネルを一覧表
示する許可を付与

読み込み

AWS Chatbot Slack ユーザー ID
DescribeSlackUserIdentities
を記述するアクセス許可を付与
します

読み込み

AWS Chatbot サービスでオン
DescribeSlackWorkspaces
ボーディングされている AWS
アカウントに接続された Slack
ワークスペースのすべての認証
済み Slack ワークスペースを一
覧表示する許可を付与

読み込み

AWS Chatbot アカウント設定を
GetAccountPreferences
取得するアクセス許可を付与し
ます

読み込み

AWS Chatbot サービスで使用す
GetSlackOauthParameters
る Slack OAuth コードをリクエ
ストする OAuth パラメータを生
成する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

AWS Chatbot サービスで使用す
書き込み
RedeemSlackOauthCode
る OAuth トークンを取得する
ために、以前に生成されたパラ
メータを Slack API で引き換える
許可を付与
AWS Chatbot アカウント設定を
UpdateAccountPreferences
更新するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

AWS Chatbot Chime Webhook
UpdateChimeWebhookConfiguration
Configuration を更新する許可を
付与します。

書き込み

ChatbotConfiguration* (p. 185)

AWS Chatbot Slack Channel
UpdateSlackChannelConfiguration
Configuration を更新する許可を
付与

書き込み

ChatbotConfiguration* (p. 185)

AWS Chatbot で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 183)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:chatbot::${Account}:chatChatbotConfiguration
configuration/${ConfigurationType}/
${ChatbotConfigurationName}

AWS Chatbot の条件キー
Chatbot には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Chime のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Chime (サービスプレフィックス: chime) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Chime で定義されるアクション (p. 185)
• Amazon Chime で定義されるリソースタイプ (p. 209)
• Amazon Chime の条件キー (p. 209)

Amazon Chime で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Chime アカウントと別
AcceptDelegate の AWS アカウントで管理を共有
する委任招待を承諾する許可を
付与

Write

ActivateUsers

Amazon Chime エンタープライ
ズアカウントでユーザーをアク
ティブ化するアクセス許可を付
与

Write

AddDomain

ドメインを Amazon Chime アカ
ウントに追加するアクセス許可
を付与

Write

新規あるいは更新された既存
AddOrUpdateGroups
の Active Directory あるいは
Amazon Chime エンタープライ
ズアカウントに関連付けられた
Okta ユーザーグループを追加す
るアクセス許可を付与

書き込み

フローとチャネルを関連付るた
AssociateChannelFlow
めのアクセス許可を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
channelflow* (p. 209)

Amazon Chime ユーザーに電話
AssociatePhoneNumberWithUser
番号を関連付けるアクセス許可
を付与

Write

複数の電話番号を Amazon
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnector
Chime Voice Connector を関連付
けるアクセス許可を付与

Write

複数の電話番号を Amazon
書き込み
AssociatePhoneNumbersWithVoiceConnectorGroup
Chime Voice Connector Group を
関連付けるアクセス許可を付与
指定されたサインイン代理グ
AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount
ループを、指定された Amazon
Chime アカウントに関連付ける
許可を付与

書き込み

Amazon Chime エンタープライ
AuthorizeDirectoryズアカウントに Active Directory
を承認するアクセス許可を付与

Write

アクティブな Amazon Chime
BatchCreateAttendee
SDK 会議の新しい参加者を作成
する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

チャネルに複数のユーザーを追
BatchCreateChannelMembership
加するアクセス許可を付与

Write

依存アク
ション

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

ルームメンバーをバッチ追加す
BatchCreateRoomMembership
る許可を付与

Write

最大で 50 までの電話番号を削除
BatchDeletePhoneNumber
キューに移動するアクセス許可
を付与

Write

チームあるいは EnterpriseLWA
BatchSuspendUser
Amazon Chime アカウントから
最大で 50 人までのユーザーを停
止するアクセス許可を付与

Write

指定した Amazon Chime
BatchUnsuspendUser
EnterpriseLWA アカウントで以
前に停止されたユーザーから、
最大で 50 人までの停止を解除す
るアクセス許可を付与

書き込み

ExcludedAttendeeIds 表に一
BatchUpdateAttendeeCapabilitiesExcept
覧表示されている機能を除
き、AttendeeCapabilities を更新
する権限の付与

書き込み

meeting* (p. 209)

最大で 50 までの電話番号に対し Write
BatchUpdatePhoneNumber
て、UpdatePhoneNumberRequestItem
オブジェクト内で電話番号の詳
細を更新するアクセス許可を付
与
指定した Amazon Chime アカ
BatchUpdateUser ウントの 20 人までのユーザー
の UpdateUserRequestItem オブ
ジェクト内のユーザー詳細を更
新するアクセス許可を付与

書き込み

チャンネル上のメッセージに
ChannelFlowCallback
コールバックするためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

channel* (p. 209)

Connect

メッセージングセッションエン
ドポイントへのアプリケーショ
ンインスタンスユーザーのウェ
ブソケット接続を確立するため
のアクセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)

Amazon Chime エンタープライ
ConnectDirectory ズアカウントに Active Directory
を接続するアクセス許可を付与

Write
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ds:ConnectDirectory

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateAccount

管理者の AWS アカウント アカ
ウントで Amazon Chime アカウ
ントを作成する許可を付与

Write

CreateApiKey

Amazon Chime アカウントおよ
び Okta 設定用の新しい SCIM ア
クセスキーを生成するアクセス
許可を付与

Write

AWS アカウント でアプリケー
CreateAppInstance
ションインスタンスを作成する
許可を付与

Write

AppInstanceUser を
CreateAppInstanceAdmin
AppInstanceAdmin に昇格させる
アクセス許可を付与

Write

aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
appinstance* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)

Amazon Chime AppInstance の下 Write
CreateAppInstanceUser
にユーザーを作成するアクセス
許可を付与
アクティブな Amazon Chime
CreateAttendee SDK 会議の新しい参加者を作成
する許可を付与

Write

CreateBot

書き込み

Amazon Chime エンタープライ
ズアカウントのボットを作成す
るアクセス許可を付与

依存アク
ション

新しい通話詳細レコードの S3 バ
CreateCDRBucketケットを作成するアクセス許可
を付与

Write

CreateChannel AWS アカウント でアプリケー
ションインスタンスのチャネル
を作成する許可を付与

Write

aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
meeting* (p. 209)

s3:CreateBucket
s3:ListAllMyBuckets
appinstanceuser* (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)

ユーザーによるチャネルへのア
CreateChannelBan
クセスを禁止するアクセス許可
を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウント でアプリケー
CreateChannelFlow
ションインスタンスのチャネル
フローを作成するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

appinstance* (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)

ユーザーをチャネルに追加する
CreateChannelMembership
アクセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルモデレーターを作成す
CreateChannelModerator
るアクセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

メディアキャプチャパイプライ
CreateMediaCapturePipeline
ンを作成する許可を付与

書き込み

メディア連結パイプラインを作
CreateMediaConcatenationPipeline
成するアクセス許可を付与

書き込み

メディアライブコネクタパイプ
CreateMediaLiveConnectorPipeline
ラインを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

CreateMeeting

Write

最初の参加者なしで、指定され
たメディアリージョンで新しい
Amazon Chime SDK 会議を作成
する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:TagKeyss3:GetBucketPolicy
(p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)

指定した Amazon Chime SDK
CreateMeetingDialOut
ミーティングに参加する電話番
号に発信するアクセス許可を付
与

Write

一連の参加者とともに、指定さ
CreateMeetingWithAttendees
れたメディアリージョンで新し
い Amazon Chime SDK 会議を作
成する許可を付与。

Write

キャリアで電話番号の注文を作
CreatePhoneNumberOrder
成するアクセス許可を付与

Write

meeting* (p. 209)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)

指定された Amazon Chime Voice Write
CreateProxySession
Connector のプロキシセッション
を作成する許可を付与。
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aws:TagKeyss3:GetBucketPolicy
(p. 209)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateRoom

ルームを作成する許可を付与

Write

ルームメンバーを追加する許可
CreateRoomMembership
を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
CreateSipMediaApplication
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションを作成する許可
を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
CreateSipMediaApplicationCall
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションの発信通話を作
成する許可を付与

Write

CreateSipRule

管理者の AWS アカウント で
Amazon Chime SIP ルールを作
成する許可を付与

書き込み

CreateUser

指定された Amazon Chime アカ
ウントのユーザーを作成する許
可を付与

書き込み

管理者の AWS アカウント で
CreateVoiceConnector
Amazon Chime Voice Connector
を作成する許可を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
CreateVoiceConnectorGroup
Amazon Chime Voice Connector
グループを作成する許可を付与

Write

DeleteAccount

指定した Amazon Chime アカウ
ントを削除するアクセス許可を
付与

Write

Amazon Chime アカウントから
DeleteAccountOpenIdConfig
OpenIdConfig 属性を削除するア
クセス許可を付与

Write

DeleteApiKey

Amazon Chime アカウントおよ
び Okta 設定に関連付けられた指
定の SCIM アクセスキーを削除
するアクセス許可を付与

Write

AppInstance を削除するアクセス
DeleteAppInstance
許可を付与

Write

appinstance* (p. 209)

AppInstanceAdminを
Write
DeleteAppInstanceAdmin
AppInstanceUser に降格するアク
セス許可を付与

appinstance* (p. 209)
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appinstanceuser* (p. 209)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションインスタンス
DeleteAppInstanceStreamingConfigurations
のデータストリーミングを無効
にするアクセス許可を付与

Write

AppInstanceUser を削除するアク Write
DeleteAppInstanceUser
セス許可を付与
指定した参加者を Amazon
Chime SDK 会議から削除する許
可を付与

Write

通話詳細レコードの S3 バケット
DeleteCDRBucketをAmazon Chime アカウントか
ら削除するアクセス許可を付与

Write

DeleteChannel

Write

DeleteAttendee

チャネルを削除する許可を付
与。

appinstance* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)
meeting* (p. 209)

s3:DeleteBucket

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルの禁止リストからユー
DeleteChannelBanザーを削除するアクセス許可を
付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルフローを削除するため
DeleteChannelFlow
のアクセス許可を付与

書き込み

channel* (p. 209)

チャネルからメンバーを削除す
DeleteChannelMembership
るアクセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルメッセージを削除する
DeleteChannelMessage
アクセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

モデレーターを削除するアクセ
DeleteChannelModerator
ス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

DeleteDelegate
DeleteDomain

委任された AWS アカウント 管
理を Amazon Chime アカウント
から削除する許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントから
ドメインを削除するアクセス許
可を付与

Write
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信イベントを受信するために
DeleteEventsConfiguration
ボットのイベント設定を削除す
るアクセス許可を付与
DeleteGroups

依存アク
ション

Write

Amazon Chime エンタープ
Write
ライズアカウントから Active
Directory または Okta ユーザーグ
ループを削除するアクセス許可
を付与

メディアキャプチャパイプライ
DeleteMediaCapturePipeline
ンを削除する許可を付与

書き込み

mediapipeline* (p. 209)

メディアパイプラインを削除す
DeleteMediaPipeline
るアクセス許可を付与

書き込み

mediapipeline* (p. 209)

DeleteMeeting

指定した Amazon Chime SDK ア
カウントを削除する許可を付与

Write

meeting* (p. 209)

1 つの電話番号を削除キューに移
DeletePhoneNumber
動するアクセス許可を付与

Write

指定された Amazon Chime Voice Write
DeleteProxySession
Connector のプロキシセッション
を削除する許可を付与。
DeleteRoom

ルームを削除する許可を付与

Write

ルームメンバーを削除する許可
DeleteRoomMembership
を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
DeleteSipMediaApplication
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションを削除する許可
を付与

Write

DeleteSipRule

Write

管理者の AWS アカウント で
Amazon Chime SIP ルールを削
除する許可を付与

指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnector
Connector を削除するアクセス許
可を付与

logs:CreateLogDelivery
logs:DeleteLogDelivery
logs:GetLogDelivery
logs:ListLogDeliveries

指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
Connector のエマージェンシー
コール設定を削除する許可を付
与
指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorGroup
Connector Group を削除するアク
セス許可を付与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorOrigination
Connector の発信設定を削除する
アクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorProxy
Connector のプロキシ設定を削除
する許可を付与。
指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorStreamingConfiguration
Connector のストリーミング設定
を削除するアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Write
DeleteVoiceConnectorTermination
Connector の終了設定を削除する
アクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
DeleteVoiceConnectorTerminationCredentials
Connector の SIP 終了認証情報
を削除するアクセス許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
DeregisterAppInstanceUserEndpoint
ユーザーのエンドポイントを登
録解除するアクセス許可を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)

AppInstance の全詳細を取得する
DescribeAppInstance
アクセス許可を付与

Read

appinstance* (p. 209)

AppInstanceAdmin の全詳細を取
DescribeAppInstanceAdmin
得するアクセス許可を付与

Read

appinstance* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)

AppInstanceUser の全詳細を取得 読み取り
DescribeAppInstanceUser
するアクセス許可を付与

appinstanceuser* (p. 209)

アプリケーションインスタンス
DescribeAppInstanceUserEndpoint
ユーザーに登録されたエンドポ
イントを記述するアクセス許可
を付与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)

チャネルの全詳細を取得するア
DescribeChannel クセス許可を付与

Read

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネル禁止の全詳細を取得す
DescribeChannelBan
るアクセス許可を付与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

チャネルフローの完全な詳細を
DescribeChannelFlow
取得するためのアクセス許可を
付与

読み取り

channelflow* (p. 209)

チャネルメンバーシップの全詳
DescribeChannelMembership
細を取得するアクセス許可を付
与

Read

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

指定した AppInstanceUser のメ
DescribeChannelMembershipForAppInstanceUser
ンバーシップに基づいてチャネ
ルの詳細を取得するアクセス許
可を付与

Read

指定した AppInstanceUser に
DescribeChannelModeratedByAppInstanceUser
よってモデレートされたチャネ
ルの全詳細を取得するアクセス
許可を付与

Read

単一の ChannelModerator の全詳
DescribeChannelModerator
細を取得するアクセス許可を付
与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルとフローの関連付けを
DisassociateChannelFlow
解除するためのアクセス許可を
付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)
channelflow* (p. 209)

指定した Amazon Chime ユー
DisassociatePhoneNumberFromUser
ザーからプライマリでプロビ
ジョニングされた番号の関連付
けを解除するアクセス許可を付
与

Write

指定した Amazon Chime Voice
Write
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnector
Connector から複数の電話番号の
関連付けを解除するアクセス許
可を付与
指定した Amazon Chime Voice
書き込み
DisassociatePhoneNumbersFromVoiceConnectorGroup
Connector Group から複数の電話
番号の関連付けを解除するアク
セス許可を付与
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたサインイン代理グ
DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount
ループを、指定された Amazon
Chime アカウントから関連付け
を解除する許可を付与

書き込み

Amazon Chime エンタープ
DisconnectDirectory
ライズアカウントから Active
Directory の接続を解除するアク
セス許可を付与

Write

GetAccount

指定した Amazon Chime アカウ
ントの詳細を取得するアクセス
許可を付与

Read

Amazon Chime アカウントに関
GetAccountResource
連付けられているアカウントリ
ソースの詳細を取得するアクセ
ス許可を付与

Read

指定した Amazon Chime アカウ
GetAccountSettings
ント ID のアカウント設定を取得
するアクセス許可を付与

Read

Amazon Chime アカウン
GetAccountWithOpenIdConfig
トのアカウント詳細および
OpenIdConfig 属性を取得するア
クセス許可を付与

Read

アプリケーションインスタンス
GetAppInstanceRetentionSettings
の保持設定を取得するアクセス
許可を付与

Read

appinstance* (p. 209)

アプリケーションインスタンス
GetAppInstanceStreamingConfigurations
のストリーミング設定を取得す
るアクセス許可を付与

Read

appinstance* (p. 209)

GetAttendee

指定された会議 ID と参加者 ID
の参加者詳細を取得する許可を
付与

Read

meeting* (p. 209)

GetBot

指定したボットの詳細を取得す
るアクセス許可を付与

Read

Amazon Chime アカウントに関
連付けられた通話詳細レコード
の S3 バケットの詳細を取得する
アクセス許可を付与

読み取り

GetCDRBucket

依存アク
ション

s3:GetBucketAcl
s3:GetBucketLocation
s3:GetBucketLogging
s3:GetBucketVersioning
s3:GetBucketWebsite

チャネルメンバーシップの優先
GetChannelMembershipPreferences
権を取得するアクセス許可を付
与
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読み取り

appinstanceuser* (p. 209)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
channel* (p. 209)

チャネルメッセージの全詳細を
GetChannelMessage
取得するアクセス許可を付与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルメッセージのステータ
GetChannelMessageStatus
スを取得するためのアクセス許
可を付与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

GetDomain

Amazon Chime アカウントに関
連付けられたドメインのドメイ
ン詳細を取得するアクセス許可
を付与

Read

送信イベントを受信するために
GetEventsConfiguration
ボットのイベント設定の詳細を
取得するアクセス許可を付与

Read

AWS アカウント の Amazon
GetGlobalSettingsChime に関連する全体的な設定
を取得する許可を付与

Read

既存のメディアキャプチャパイ
GetMediaCapturePipeline
プラインを取得する許可を付与

読み取り

mediapipeline* (p. 209)

既存のメディアパイプラインを
GetMediaPipeline 取得するアクセス許可を付与

読み取り

mediapipeline* (p. 209)

GetMeeting

Read

meeting* (p. 209)

指定された会議 ID の会議レコー
ドを取得する許可を付与

参加者、接続、およびその他の
GetMeetingDetail ミーティングの詳細を取得する
アクセス許可を付与

Read

メッセージングセッションのエ
GetMessagingSessionEndpoint
ンドポイントを取得するアクセ
ス許可を付与

Read

指定した電話番号の詳細を取得
GetPhoneNumberするアクセス許可を付与

Read

指定した電話番号注文の詳細を
GetPhoneNumberOrder
取得するアクセス許可を付与

Read

AWS アカウント の Amazon
GetPhoneNumberSettings
Chime に関連する電話番号の設
定を取得する許可を付与

Read
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Amazon Chime Voice
GetProxySession Connector の指定したプロキシ
セッションの詳細を取得する許
可を付与。

読み取り

指定された Amazon Chime アカ
GetRetentionSettings
ウントの保持設定を取得する許
可を付与

読み取り

GetRoom

Read

ルームを取得する許可を付与

管理者の AWS アカウント で
GetSipMediaApplication
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションの詳細を取得す
る許可を付与

Read

管理者の AWS アカウント で
GetSipMediaApplicationLoggingConfiguration
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションのロギング設定
を取得する許可を付与

Read

GetSipRule

Read

管理者の AWS アカウント で
Amazon Chime SIP ルールの詳
細を一覧表示する許可を付与

AWS アカウント のテレフォニー
GetTelephonyLimits
制限を取得する許可を付与

Read

GetUser

Read

指定したユーザー ID の詳細を取
得するアクセス許可を付与

[User details (ユーザー詳細)]
GetUserActivityReportData
ページでユーザーアクティビ
ティの要約を取得するアクセス
許可を付与

Read

Amazon Chime のエンタープラ
GetUserByEmail イズアカウントまたはチームア
カウントの E メールアドレス
に基づき、Amazon Chime ユー
ザーのユーザー詳細を取得する
アクセス許可を付与

Read

指定した Amazon Chime ユー
GetUserSettings ザーに関連するユーザー設定を
取得するアクセス許可を付与

Read

指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnector
Connector の詳細を取得するアク
セス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
GetVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
Connector のエマージェンシー
コール設定の詳細を取得する許
可を付与

197

Read

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorGroup
Connector Group の詳細を取得す
るアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorLoggingConfiguration
Connector のログ記録設定の詳細
を取得するアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorOrigination
Connector の発信設定の詳細を取
得するアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorProxy
Connector のプロキシ設定の詳細
を取得する許可を付与。
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorStreamingConfiguration
Connector のストリーミング設定
の詳細を取得するアクセス許可
を付与
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorTermination
Connector の終了設定の詳細を取
得するアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Read
GetVoiceConnectorTerminationHealth
Connector の終了ヘルスの詳細を
取得するアクセス許可を付与
InviteDelegate

Amazon Chime アカウントの
AWS アカウント 委任のリクエス
トを受け入れるよう招待を送信
する許可を付与

Write

InviteUsers

指定した Amazon Chime アカウ
ントに最大で 50 人までのユー
ザーを招待するアクセス許可を
付与

Write

サードパーティープロバイダー
InviteUsersFromProvider
から Amazon Chime アカウント
にユーザーを招待する許可を付
与。

Write

Amazon Chime アカウントの使
ListAccountUsageReportData
用状況レポートデータのリスト
を取得するアクセス許可を付与

リスト

ListAccounts

リスト

管理者の AWS アカウント
で、Amazon Chime アカウント
のリストを取得する許可を付与

198

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListApiKeys

Amazon Chime アカウントおよ
び Okta 設定で定義された SCIM
アクセスキーのリストを取得す
るアクセス許可を付与

リスト

アプリケーションインスタンス
ListAppInstanceAdmins
内の管理者の一覧を表示するア
クセス許可を付与

リスト

アプリケーションインスタンス
ListAppInstanceUserEndpoints
ユーザーに登録されたエンドポ
イントを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)

単一のアプリケーションインス
ListAppInstanceUsers
タンスで作成されたすべての
AppInstanceUsers を一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)

単一の AWS アカウント で作成
ListAppInstances されたすべての Amazon Chime
アプリケーションインスタンス
を一覧表示する許可を付与

リスト

appinstance* (p. 209)

Amazon Chime SDK 参加者リ
ListAttendeeTags ソースに適用されたタグを一覧
表示する許可を付与。

リスト

meeting* (p. 209)

ListAttendees

指定された Amazon Chime SDK
会議に対して、最大 100 人の参
加者をリストする許可を付与

リスト

meeting* (p. 209)

ListBots

Amazon Chime エンタープライ
ズアカウントに関連付けられた
ボットを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

通話詳細レコードの S3 バケット
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

ListCDRBucket

appinstance* (p. 209)
appinstanceuser* (p. 209)

s3:ListAllMyBuckets
s3:ListBucket

管理者の AWS アカウント で利
ListCallingRegions用できる通話リージョンのリス
トを取得する許可を付与

リスト

特定のチャネルへのアクセスを
ListChannelBans 禁止されているすべてのユー
ザーを一覧表示するアクセス許
可を付与

リスト
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依存アク
ション

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

単一の Chime AppInstance で
ListChannelFlows 作成されたすべてのチャネルフ
ローをリストするためのアクセ
ス許可を付与

リスト

channelflow* (p. 209)

チャネル内のすべてのチャネル
ListChannelMemberships
メンバーシップを一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

特定の AppInstanceUser が所属
ListChannelMembershipsForAppInstanceUser
しているすべてのチャネルを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)

チャネル内のすべてのメッセー
ListChannelMessages
ジを一覧表示するアクセス許可
を付与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルのすべてのモデレー
ListChannelModerators
ターを一覧表示するアクセス許
可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

ListChannels

単一の Chime AppInstance
で作成されたすべての
AppInstanceUsers を一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)

単一の Chime Channel Flow に関
ListChannelsAssociatedWithChannelFlow
連付けられたすべての Channel
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

channelflow* (p. 209)

アプリケーションインスタンス
ListChannelsModeratedByAppInstanceUser
ユーザーによってモデレートさ
れたすべてのチャネルを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)

ListDelegates

Amazon Chime アカウントに関
連付けられたアカウント委任情
報のリストを取得するアクセス
許可を付与

リスト

ListDirectories

AWS アカウント の Directory
Service にホストされているアク
ティブな Active Directory のリス
トを取得する許可を付与

リスト

ListDomains

Amazon Chime アカウントに関
連付けられたドメインのリスト
を取得するアクセス許可を付与

リスト
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListGroups

Amazon Chime エンタープライ
リスト
ズアカウントに関連付けられた
Active Directory または Okta ユー
ザーグループのリストを取得す
るアクセス許可を付与

メディアキャプチャパイプライ
ListMediaCapturePipelines
ンを一覧表示する許可を付与

リスト

メディアパイプラインを一覧表
ListMediaPipelines示するアクセス許可を付与

リスト

指定したミーティングで発生し
ListMeetingEventsたすべてのイベントのリストを
取得するアクセス許可を付与

リスト

Amazon Chime SDK ミーティン
ListMeetingTags グリソースに適用されたタグを
一覧表示する許可を付与

リスト

ListMeetings

リスト

最大 100 件のアクティブな
Amazon Chime SDK 会議を一覧
表示する許可を付与

指定した日付範囲内に終了した
ListMeetingsReportData
ミーティングのリストを取得す
るアクセス許可を付与

リスト

管理者の AWS アカウント で電
ListPhoneNumberOrders
話番号の注文のリストを取得す
る許可を付与

リスト

管理者の AWS アカウント で電
ListPhoneNumbers
話番号のリストを取得する許可
を付与

リスト

指定された Amazon Chime Voice リスト
ListProxySessionsConnector のプロキシセッション
を一覧表示する許可を付与。
すべてのルームメンバーを一覧
ListRoomMemberships
表示する許可を付与

リスト

ListRooms

ルームを一覧表示する許可を付
与

リスト

管理者の AWS アカウント で
ListSipMediaApplications
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションを一覧表示する
許可を付与

リスト

ListSipRules

リスト

管理者の AWS アカウント です
べての Amazon Chime SIP ルー
ルを一覧表示する許可を付与
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meeting* (p. 209)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

単一 Channel 内のすべての
ListSubChannels SubChannel を一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

AWS アカウント でサポートされ
ListSupportedPhoneNumberCountries
ている電話番号の国を一覧表示
するための許可を付与

リスト

Amazon Chime リソースに適用
ListTagsForResource
されたタグを一覧表示する許可
を付与

読み取り

ListUsers

指定した Amazon Chime アカウ
ントに所属するユーザーのリス
トを取得するアクセス許可を付
与

リスト

管理者の AWS アカウント で
ListVoiceConnectorGroups
Amazon Chime Voice Connector
グループを一覧表示する許可を
付与

リスト

指定した Amazon Chime Voice
ListVoiceConnectorTerminationCredentials
Connector の SIP 終了認証情報
のリストを取得するアクセス許
可を付与

リスト

管理者の AWS アカウント で
ListVoiceConnectors
Amazon Chime Voice Connector
を一覧表示する許可を付与

リスト

LogoutUser

現在ユーザーがログインしてい
るすべてのデバイスから、指定
したユーザーをログアウトする
アクセス許可を付与

Write

アプリケーションインスタンス
PutAppInstanceRetentionSettings
のデータ保持を有効にするアク
セス許可を付与

Write

appinstance* (p. 209)

アプリケーションインスタンス
PutAppInstanceStreamingConfigurations
のデータストリーミングを設定
するアクセス許可を付与

書き込み

appinstance* (p. 209)

チャンネルメンバーシップの優
PutChannelMembershipPreferences
先権を設定するアクセス許可を
付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)

channel (p. 209)

channel* (p. 209)
送信イベントを受信するために
PutEventsConfiguration
ボットのイベント設定の詳細を
更新するアクセス許可を付与

202

書き込み

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された Amazon Chime アカ
PutRetentionSettings
ウントの保持設定を作成または
更新する許可を付与

書き込み

管理者の AWS アカウント で
PutSipMediaApplicationLoggingConfiguration
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションのロギング設定
を更新する許可を付与

Write

指定した Amazon Chime Voice
PutVoiceConnectorEmergencyCallingConfiguration
Connector のエマージェンシー
コール設定を追加する許可を付
与

Write

指定した Amazon Chime Voice
Write
PutVoiceConnectorLoggingConfiguration
Connector のログ記録設定を追加
する許可を付与。

依存アク
ション

logs:CreateLogDelivery
logs:CreateLogGroup
logs:DeleteLogDelivery
logs:DescribeLogGroups
logs:GetLogDelivery
logs:ListLogDeliveries

指定した Amazon Chime Voice
Write
PutVoiceConnectorOrigination
Connector の発信設定を更新する
アクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Write
PutVoiceConnectorProxy
Connector のプロキシ設定を追加
する許可を付与。
指定した Amazon Chime Voice
Write
PutVoiceConnectorStreamingConfiguration
Connector のストリーミング設定
を追加するアクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
Write
PutVoiceConnectorTermination
Connector の終了設定を更新する
アクセス許可を付与
指定した Amazon Chime Voice
PutVoiceConnectorTerminationCredentials
Connector の SIP 終了認証情報
を追加するアクセス許可を付与

Write

メッセージの内容を編集するア
RedactChannelMessage
クセス許可を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

指定した Chime 会話メッセージ
RedactConversationMessage
を編集する許可を付与
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書き込み

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Chime ルームメッセー
RedactRoomMessage
ジを編集する許可を付与

書き込み

指定したボットのセキュリティ
RegenerateSecurityToken
トークンを再生成するアクセス
許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
RegisterAppInstanceUserEndpoint
ユーザーのエンドポイントを登
録するアクセス許可を付与

書き込み

Amazon Chime エンタープライ
RenameAccount ズあるいはチームアカウントの
アカウント名を変更するアクセ
ス許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントに関
RenewDelegate 連付けられた委任リクエストを
更新するアクセス許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントのア
ResetAccountResource
カウントリソースをリセットす
るアクセス許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントの指
ResetPersonalPIN定したユーザーの個人ミーティ
ング PIN をリセットするアクセ
ス許可を付与

Write

指定した電話番号を削除キュー
RestorePhoneNumber
から電話番号インベントリに戻
して復元するアクセス許可を付
与

Write

「Request attachments」 (添付
RetrieveDataExports
ファイルのリクエスト) アクショ
ンの一部として返された、すべ
てのユーザー添付ファイルへの
リンクを含むファイルをダウン
ロードするアクセス許可を付与

読み取り

キャリアから注文できる電話番
SearchAvailablePhoneNumbers
号を検索するアクセス許可を付
与

読み取り

appinstanceuser* (p. 209)

AppInstanceUser が属するチャ
リスト
SearchChannels ンネルを検索する権限、または
AppInstaceAdmin の AppInstance
にわたるチャンネルを検索する
アクセス許可を付与

appinstanceuser* (p. 209)

メンバーが所属している特定の
SendChannelMessage
チャネルにメッセージを送信す
るアクセス許可を付与

appinstanceuser* (p. 209)
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ション

mobiletargeting:GetApp

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

channel* (p. 209)
「Request attachments」 (添付
StartDataExport ファイルのリクエスト) リクエス
トを送信するアクセス許可を付
与

書き込み

会議の文字起こしを開始する許
StartMeetingTranscription
可を付与

書き込み

会議のトランスクリプションを
StopMeetingTranscription
停止するアクセス許可を付与

書き込み

カスタマーサービスサポートリ
SubmitSupportRequest
クエストを送信するアクセス許
可を付与

Write

SuspendUsers

Amazon Chime エンタープライ
ズアカウントからユーザーを停
止するアクセス許可を付与

Write

TagAttendee

指定したタグを指定された
Amazon Chime SDK の参加者に
適用する許可を付与。

タグ付け

meeting* (p. 209)

TagMeeting

指定されたタグを指定された
Amazon Chime SDK ミーティン
グに適用する許可を付与

タグ付け

meeting* (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

TagResource

指定されたタグを指定された
Amazon Chime リソースに適用
する許可を付与

タグ付け

appinstance (p. 209)
appinstanceuser (p. 209)
channel (p. 209)
channelflow (p. 209)
mediapipeline (p. 209)
meeting (p. 209)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 209)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 209)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)
Amazon Chime エンタープ
UnauthorizeDirectory
ライズアカウントから Active
Directory を承認解除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

UntagAttendee 指定された Amazon Chime SDK
参加者から指定したタグを解除
する許可を付与

タグ付け

meeting* (p. 209)

UntagMeeting

タグ付け

meeting* (p. 209)

タグ付け

appinstance (p. 209)

指定された Amazon Chime SDK
ミーティングから指定したタグ
を解除する許可を付与

指定された Amazon Chime リ
UntagResource ソースから指定したタグを解除
する許可を付与

appinstanceuser (p. 209)
channel (p. 209)
channelflow (p. 209)
mediapipeline (p. 209)
meeting (p. 209)
aws:TagKeys (p. 209)

指定した Amazon Chime アカウ
ントのアカウント詳細を更新す
るアクセス許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントから
UpdateAccountOpenIdConfig
OpenIdConfig 属性を更新するア
クセス許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントのア
UpdateAccountResource
カウントリソースを更新するア
クセス許可を付与

Write

指定した Amazon Chime アカウ
UpdateAccountSettings
ントの設定を更新するアクセス
許可を付与

Write

UpdateAccount

206

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AppInstance メタデータを更新す
UpdateAppInstance
るアクセス許可を付与

Write

appinstance* (p. 209)

AppInstanceUser の詳細を更新す 書き込み
UpdateAppInstanceUser
るアクセス許可を付与

appinstanceuser* (p. 209)

アプリケーションインスタンス
UpdateAppInstanceUserEndpoint
ユーザーに登録されたエンドポ
イントを更新するアクセス許可
を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)

更新する機能に許可の付与
UpdateAttendeeCapabilities

書き込み

meeting* (p. 209)

UpdateBot

Write

指定したボットのステータスを
更新するアクセス許可を付与

通話詳細レコードの S3 バケット
UpdateCDRSettings
を更新するアクセス許可を付与

依存アク
ション

Write

s3:CreateBucket
s3:DeleteBucket
s3:ListAllMyBuckets

チャネルの属性を更新するアク
UpdateChannel セス許可を付与

書き込み

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

チャネルフローを更新するため
UpdateChannelFlow
のアクセス許可を付与

書き込み

channelflow* (p. 209)

メッセージの内容を更新するア
UpdateChannelMessage
クセス許可を付与

Write

appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

ユーザーがチャネル内のメッ
UpdateChannelReadMarker
セージを最後に読んだ時点にタ
イムスタンプを設定するアクセ
ス許可を付与

Write

AWS アカウント の Amazon
UpdateGlobalSettings
Chime に関連する全体的な設定
を更新する許可を付与

Write

指定した電話番号の電話番号詳
UpdatePhoneNumber
細を更新するアクセス許可を付
与

Write

AWS アカウント の Amazon
UpdatePhoneNumberSettings
Chime に関連する電話番号の設
定を更新する許可を付与

Write
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appinstanceuser* (p. 209)
channel* (p. 209)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された Amazon Chime Voice Write
UpdateProxySession
Connector のプロキシセッション
を更新する許可を付与。
UpdateRoom

ルームを更新する許可を付与

Write

ルームメンバーシップロールを
UpdateRoomMembership
更新する許可を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
UpdateSipMediaApplication
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションのプロパティを
更新する許可を付与

Write

管理者の AWS アカウント で
UpdateSipMediaApplicationCall
Amazon Chime SIP メディアア
プリケーションを作成する許可
を付与

Write

UpdateSipRule 管理者の AWS アカウント で
Amazon Chime SIP ルールのプ
ロパティを更新する許可を付与

Write

Amazon Chime アカウントの
UpdateSupportedLicenses
ユーザーが利用できる、サポー
トされているライセンス層を更
新するアクセス許可を付与

Write

UpdateUser

Write

指定したユーザー ID のユーザー
詳細を更新するアクセス許可を
付与

Amazon Chime ユーザーのライ
UpdateUserLicenses
センスを更新するアクセス許可
を付与

Write

指定した Amazon Chime ユー
UpdateUserSettings
ザーに関連するユーザー設定を
更新するアクセス許可を付与

Write

指定した Amazon Chime Voice
UpdateVoiceConnector
Connector の Amazon Chime
Voice Connector の詳細を更新す
るアクセス許可を付与

Write

指定した Amazon Chime Voice
UpdateVoiceConnectorGroup
Connector Group の Amazon
Chime Voice Connector グループ
の詳細を更新するアクセス許可
を付与

Write

Amazon Chime アカウントのア
ValidateAccountResource
カウントリソースを検証するア
クセス許可を付与

Read

208

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Chime

Amazon Chime で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 185)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

meeting

arn:${Partition}:chime::
${AccountId}:meeting/${MeetingId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

app-instance

arn:${Partition}:chime:${Region}:
${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

app-instanceuser

arn:${Partition}:chime:${Region}:
${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/
user/${AppInstanceUserId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

channel

arn:${Partition}:chime:${Region}:
${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/
channel/${ChannelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

channel-flow

arn:${Partition}:chime:${Region}:
${AccountId}:app-instance/${AppInstanceId}/
channel-flow/${ChannelFlowId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

media-pipeline

arn:${Partition}:chime:${Region}:
${AccountId}:media-pipeline/
${MediaPipelineId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 209)

Amazon Chime の条件キー
Amazon Chime では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値でアクセスをフィルター

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS クラウド Control API のアクション、リソース、
および条件キー
AWS クラウド Control API (サービスプレフィックス: cloudformation) では、以下のサービス固有のリ
ソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されており、IAM 許可ポリシーでの使用が可能
です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS クラウド Control API で定義されているアクション (p. 210)
• AWS クラウド Control API で定義されているリソースタイプ (p. 211)
• AWS クラウド Control API の条件キー (p. 211)

AWS クラウド Control API で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウント内のリソースリクエ
CancelResourceRequest
ストをキャンセルするためのア
クセス許可を付与

書き込み

アカウント内にリソースを作成
CreateResource するためのアクセス許可を付与

書き込み

アカウント内のリソースを削除
DeleteResource するためのアクセス許可を付与

書き込み

GetResource

読み取り

アカウント内のリソースを取得
するためのアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウント内のリソースリクエ
GetResourceRequestStatus
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

読み取り

アカウント内のリソースリクエ
ListResourceRequests
ストを一覧表示するためのアク
セス許可を付与

読み取り

ListResources

アカウント内のリソースを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与

読み取り

アカウント内のリソースを更新
UpdateResource するためのアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
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AWS クラウド Control API で定義されているリソースタイプ
AWS クラウド Control API では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素での、リソース ARN
の指定はサポートしていません。AWS クラウド Control API へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

AWS クラウド Control API の条件キー
Cloud Control API には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるような、サービス固有
のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリス
トについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Cloud Directory のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon Cloud Directory (サービスプレフィックス: clouddirectory) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Cloud Directory で定義されるアクション (p. 212)
• Amazon Cloud Directory で定義されるリソースタイプ (p. 218)
• Amazon Cloud Directory の条件キー (p. 218)
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Amazon Cloud Directory で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクトに新しいファセッ
AddFacetToObjectトを追加するアクセス許可を付
与します

書き込み

directory* (p. 218)

ApplySchema

入力された発行済みスキーマ
を、発行済みスキーマと同じ名
前とバーションでディレクトリ
にコピーするアクセス許可を付
与します

書き込み

directory* (p. 218)

AttachObject

既存のオブジェクトを別の既存
のオブジェクトにアタッチする
アクセス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

AttachPolicy

ポリシーオブジェクトを他のオ
ブジェクトにアタッチするアク
セス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

AttachToIndex

指定されたオブジェクトを指定
されたインデックスにアタッチ
するアクセス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

ソースとターゲットオブジェク
AttachTypedLink トリファレンス間に型付きリン
クをアタッチするアクセス許可
を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

BatchRead

バッチ内のすべての読み取りオ
読み取り
ペレーションを実行するアクセ
ス許可を付与します。BatchRead
内の各オペレーションに明示的
にアクセス許可を付与する必要
があります

directory* (p. 218)

BatchWrite

バッチ内のすべての書き込みオ
ペレーションを実行するアクセ

directory* (p. 218)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ス許可を付与します。BatchWrite
内の各オペレーションに明示的
にアクセス許可を付与する必要
があります
発行済みスキーマをディレクト
CreateDirectory リにコピーしてディレクトリを
作成するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

publishedSchema* (p. 218)

CreateFacet

スキーマで新しいファセットを
作成するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

appliedSchema* (p. 218)

CreateIndex

インデックスオブジェクトを作
成するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

directory* (p. 218)

CreateObject

ディレクトリにオブジェクトを
作成するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

directory* (p. 218)

CreateSchema 開発状態の新しいスキーマを作
成するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

スキーマで新しい型付きリンク
CreateTypedLinkFacet
ファセットを作成するアクセス
許可を付与します

書き込み

ディレクトリを削除するアクセ
ス許可を付与します。無効の
ディレクトリのみを削除できま
す

書き込み

directory* (p. 218)

DeleteFacet

特定のファセットを削除するア
クセス許可を付与します。ファ
セットに関連付けられているす
べての属性とルールが削除され
ます

書き込み

developmentSchema* (p. 218)

DeleteObject

オブジェクトとそれに関連する
属性を削除するアクセス許可を
付与します

書き込み

directory* (p. 218)

DeleteSchema

特定のスキーマを削除するアク
セス許可を付与します

書き込み

developmentSchema* (p. 218)

特定の TypedLink ファセットを
DeleteTypedLinkFacet
削除するアクセス許可を付与し
ます。ファセットに関連付けら
れているすべての属性とルール
が削除されます

書き込み

DeleteDirectory
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたインデックスから指
DetachFromIndex定されたオブジェクトをデタッ
チするアクセス許可を付与しま
す

書き込み

directory* (p. 218)

DetachObject

親オブジェクトから特定のオブ
ジェクトをデタッチするアクセ
ス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

DetachPolicy

オブジェクトからポリシーをデ
タッチするアクセス許可を付与
します

書き込み

directory* (p. 218)

特定のソースとターゲットオブ
DetachTypedLink ジェクトリファレンス間の特定
の型付きリンクをデタッチする
アクセス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

指定されたディレクトリを無効
DisableDirectory にするアクセス許可を付与しま
す

書き込み

directory* (p. 218)

指定されたディレクトリを有効
EnableDirectory にするアクセス許可を付与しま
す

書き込み

directory* (p. 218)

使用中のマイナーバージョン
GetAppliedSchemaVersion
を含む、現在適用されているス
キーマバージョン ARN を返すア
クセス許可を付与します

読み取り

appliedSchema* (p. 218)

GetDirectory

ディレクトリに関するメタデー
タを取得するアクセス許可を付
与します

読み取り

directory* (p. 218)

GetFacet

ファセット名、属性、ルー
ル、ObjectType など、ファセッ
トの詳細を取得するアクセス許
可を付与します

読み取り

appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

型付きリンクに関連付けられて
GetLinkAttributes いる属性を取得するアクセス許
可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

オブジェクトに関連付けられて
GetObjectAttributes
いるファセット内の属性を取得
するアクセス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

オブジェクトに関するメタデー
GetObjectInformation
タを取得するアクセス許可を付
与します

読み取り

directory* (p. 218)

スキーマの JSON 表現を取得す
GetSchemaAsJson
るアクセス許可を付与します

読み取り

appliedSchema* (p. 218)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

publishedSchema* (p. 218)
特定の型付きリンクのファセッ
GetTypedLinkFacetInformation
トに関連付けられているアイデ
ンティティ属性の注文情報を返
すアクセス許可を付与します

読み取り

ディレクトリに適用されている
ListAppliedSchemaArns
スキーマを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

リスト

directory* (p. 218)

オブジェクトにアタッチされて
ListAttachedIndices
いるインデックスを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

開発状態のスキーマの ARN を取
ListDevelopmentSchemaArns
得するアクセス許可を付与しま
す

リスト

ListDirectories

リスト

アカウント内で作成されたディ
レクトリを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

ファセットにアタッチされてい
ListFacetAttributesる属性を取得するアクセス許可
を付与します

appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

読み取り

appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

スキーマに存在するファセット
ListFacetNames 名を取得するアクセス許可を付
与します

読み取り

appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

特定のオブジェクトに対するす
ListIncomingTypedLinks
べての着信 TypedLinks の、ペー
ジ分割されたリストを返すアク
セス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

ListIndex

読み取り

directory* (p. 218)

指定されたインデックスにア
タッチされているオブジェクト
を一覧表示するアクセス許可を
付与します

各マネージドスキーマのメ
ListManagedSchemaArns
ジャーバージョンファミリーを
一覧表示するアクセス許可を付
与します。メジャーバージョン
ARN が SchemaArn として提供
されている場合は、そのファミ
リーのマイナーバージョンリビ
ジョンが代わりに一覧表示され
ます
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクトに関連付けられて
ListObjectAttributes
いるすべての属性を一覧表示す
るアクセス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

特定のオブジェクトに関連付け
ListObjectChildrenられた子オブジェクトの、ペー
ジ分割されたリストを返すアク
セス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

任意のオブジェクトタイプ (ノー
ListObjectParentPaths
ド、リーフノード、ポリシー
ノード、インデックスノードオ
ブジェクトなど) で利用できる親
パスをすべて取得するアクセス
許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

特定のオブジェクトに関連付け
ListObjectParents られている親オブジェクトを
ページ分割した形で一覧表示す
るアクセス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

オブジェクトにアタッチされて
ListObjectPolicies いるポリシーをページ分割した
形で返すアクセス許可を付与し
ます

読み取り

directory* (p. 218)

特定のオブジェクトに対するす
ListOutgoingTypedLinks
べての TypedLinks 送信の、ペー
ジ分割したリストを返すアクセ
ス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

特定のポリシーがアタッチされ
ListPolicyAttachments
ているすべての ObjectIdentifier
を返すアクセス許可を付与しま
す

読み取り

directory* (p. 218)

発行されたスキーマ ARN を取得
ListPublishedSchemaArns
するアクセス許可を付与します

リスト

リソースのタグを返すアクセス
ListTagsForResource
許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

型付きリンクのファセットに関
ListTypedLinkFacetAttributes
連付けられた属性を、ページ分
割したリストとして返すアクセ
ス許可を付与します

読み取り

appliedSchema* (p. 218)

スキーマに存在する型付きリン
ListTypedLinkFacetNames
クのファセット名を、ページ分
割したリストとして返すアクセ
ス許可を付与します

読み取り
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appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

LookupPolicy

指定されたオブジェクトへの
ディレクトリのルートからすべ
てのポリシーを一覧表示するア
クセス許可を付与します

読み取り

directory* (p. 218)

開発スキーマをバージョンとと
PublishSchema もに発行するアクセス許可を付
与します

書き込み

developmentSchema* (p. 218)

JSON アップロードを使用してス 書き込み
PutSchemaFromJson
キーマを更新するアクセス許可
を付与します。開発スキーマに
のみ使用できます
指定されたオブジェクトから指
RemoveFacetFromObject
定されたファセットを削除する
アクセス許可を付与します

書き込み

directory* (p. 218)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

directory* (p. 218)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

directory* (p. 218)

UpdateFacet

ファセットの既存の属性、ルー
書き込み
ル、ObjectType を追加/更新/削除
するアクセス許可を付与します

appliedSchema* (p. 218)
developmentSchema* (p. 218)

特定の型付きリンクの属性を更
UpdateLinkAttributes
新するアクセス許可を付与し
ます。更新する属性を、その
IdentityAttributeOrder で定義され
た型付きリンクのアイデンティ
ティに関与させないでください

書き込み

directory* (p. 218)

特定のオブジェクトの属性を更
UpdateObjectAttributes
新するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

directory* (p. 218)

スキーマ名を新しい名前で更新
するアクセス許可を付与します

書き込み

developmentSchema* (p. 218)

TypedLink ファセットの既存の属 書き込み
UpdateTypedLinkFacet
性、ルール、アイデンティティ
属性の順序を追加/更新/削除する
アクセス許可を付与します

developmentSchema* (p. 218)

UpdateSchema
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

MinorVersion で見つ
UpgradeAppliedSchema
かったスキーマ更新で
PublishedSchemaArn を使用し
て、単一のディレクトリをイ
ンプレースでアップグレードす
るアクセス許可を付与します。
下位互換のマイナーバージョン
アップグレードは、ディレクト
リ内のすべてのオブジェクトの
リーダーがすぐに利用できます

書き込み

DevelopmentSchemaArn の現在
UpgradePublishedSchema
のコンテンツを使用して、新し
いマイナーバージョンリビジョ
ンで発行されたスキーマをアッ
プグレードするアクセス許可を
付与します

書き込み

依存アク
ション

directory* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

developmentSchema* (p. 218)
publishedSchema* (p. 218)

Amazon Cloud Directory で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 212)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
appliedSchema

条件キー

arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:
${Account}:directory/${DirectoryId}/schema/
${SchemaName}/${Version}

arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:
developmentSchema
${Account}:schema/development/${SchemaName}
directory

arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:
${Account}:directory/${DirectoryId}

arn:${Partition}:clouddirectory:${Region}:
publishedSchema${Account}:schema/published/${SchemaName}/
${Version}

Amazon Cloud Directory の条件キー
Cloud Directory には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS クラウド Map のアクション、リソース、および
条件キー
AWS クラウド Map (サービスプレフィックス: servicediscovery) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS クラウド Map で定義されるアクション (p. 219)
• AWS クラウド Map で定義されるリソースタイプ (p. 221)
• AWS クラウド Map の条件キー (p. 222)

AWS クラウド Map で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

HTTP 名前空間を作成する権限を 書き込み
CreateHttpNamespace
付与します。

aws:TagKeys (p. 222)

DNS に基づいてプライベート名 書き込み
CreatePrivateDnsNamespace
前空間 (指定された Amazon VPC
内でのみ表示される名前空間) を
作成する権限を付与します

aws:TagKeys (p. 222)

DNS に基づいてパブリック名前
CreatePublicDnsNamespace
空間 (インターネットで表示され

aws:TagKeys (p. 222)
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書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

る名前空間) を作成する権限を付
与します
CreateService

サービスを作成する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)
書き込み

namespace* (p. 221)

servicediscovery:NamespaceArn (p. 22
aws:TagKeys (p. 222)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)
指定された名前空間を削除する
DeleteNamespace権限を付与します

書き込み

namespace* (p. 221)

DeleteService

書き込み

service* (p. 221)

指定されたインスタンスについ
DeregisterInstanceて Amazon Route 53 が作成した
リソースとヘルスチェック (存在
する場合) を削除します

書き込み

service* (p. 221)

指定された名前空間とサービス
DiscoverInstancesの登録済みインスタンスを検出
する権限を付与します

読み込み

GetInstance

読み込み

servicediscovery:ServiceArn (p. 222)

1 つまたは複数のインスタンスの
GetInstancesHealthStatus
現在の正常性ステータス (正常、
異常、または不明) を取得する権
限を付与します

読み込み

servicediscovery:ServiceArn (p. 222)

名前空間に関する情報を取得す
GetNamespace る権限を付与します

読み込み

GetOperation

オペレーションに関する情報を
取得する権限を付与します

読み込み

GetService

指定されたサービスの設定を取
得する権限を付与します

読み込み

ListInstances

指定されたサービスに登録され
ていたインスタンスに関する概
要情報を取得する権限を付与し
ます

読み込み

名前空間に関する情報を取得す
ListNamespaces る権限を付与します

読み込み

ListOperations

リスト

指定されたサービスを削除する
権限を付与します

指定されたインスタンスに関す
る情報を取得する権限を付与し
ます

指定する基準に一致するオペ
レーションを一覧表示する権限
を付与します
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS クラウド Map

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListServices

指定されたフィルターに一致す
るすべてのサービスの設定を取
得する権限を付与します

読み込み

指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する権限を付与します

読み込み

指定されたサービスの設定に基
RegisterInstance づいてインスタンスを登録する
権限を付与します

書き込み

TagResource

指定されたリソースに 1 つ以上
のタグを追加する権限を付与し
ます

タグ付け

指定されたリソースから 1 つ以
UntagResource 上のタグを削除する権限を付与
します

タグ付け

service* (p. 221)
servicediscovery:ServiceArn (p. 222)
aws:TagKeys (p. 222)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)
aws:TagKeys (p. 222)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 222)

HTTP 名前空間の設定を更新する 書き込み
UpdateHttpNamespace
許可を付与

namespace* (p. 221)

カスタムヘルスチェックが実行
UpdateInstanceCustomHealthStatus
されるインスタンスの現在のヘ
ルスステータスを更新する権限
を付与します

書き込み

プライベート DNS 名前空間の設
UpdatePrivateDnsNamespace
定を更新する許可を付与

書き込み

namespace* (p. 221)

パブリック DNS 名前空間の設定
UpdatePublicDnsNamespace
を更新する許可を付与

書き込み

namespace* (p. 221)

UpdateService

書き込み

service* (p. 221)

指定されたサービス内の設定を
更新する権限を付与します

依存アク
ション

servicediscovery:ServiceArn (p. 222)

AWS クラウド Map で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 219)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

namespace

arn:${Partition}:servicediscovery:${Region}:
${Account}:namespace/${NamespaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 222)

service

arn:${Partition}:servicediscovery:${Region}:
${Account}:service/${ServiceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 222)

221

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Cloud9

AWS クラウド Map の条件キー
AWS クラウド Map では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

関連する名前空間の Amazon リソースネーム (ARN) を指定し
servicediscovery:NamespaceArn
てアクセスをフィルタリングします

文字列

関連する名前空間の名前を指定してアクセスをフィルタリン
servicediscovery:NamespaceName
グします

文字列

関連サービスの Amazon リソースネーム (ARN) を指定してア
servicediscovery:ServiceArn
クセスをフィルタリングします

文字列

関連サービスの名前を指定してアクセスをフィルタリングし
servicediscovery:ServiceName
ます

文字列

AWS Cloud9 のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Cloud9 (サービスプレフィックス: cloud9) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Cloud9 で定義されるアクション (p. 223)
• AWS Cloud9 で定義されるリソースタイプ (p. 226)
• AWS Cloud9 の条件キー (p. 226)
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AWS Cloud9 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Cloud9 IDE が接続する
ActivateEC2Remote
Amazon EC2 インスタンスをス
[アクセス許可
タートする許可を付与
のみ]

書き込み

AWS Cloud9 開発環境を作成
CreateEnvironmentEC2
し、Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) インスタン
スを起動して、インスタンス上
の環境をホストする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

environment* (p. 226)

cloud9:EnvironmentName
ec2:DescribeSubnets
(p. 227)
cloud9:InstanceType
ec2:DescribeVpcs
(p. 227)

cloud9:SubnetId
iam:CreateServiceLinkedR
(p. 227)
cloud9:UserArn (p. 227)
cloud9:OwnerArn (p. 227)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 226)
aws:TagKeys (p. 226)

環境メンバーを AWS Cloud9 開
CreateEnvironmentMembership
発環境に追加する許可を付与

書き込み

environment* (p. 226)
cloud9:UserArn (p. 227)
cloud9:EnvironmentId (p. 226)
cloud9:Permissions (p. 227)

AWS Cloud9 SSH 開発環境を作
CreateEnvironmentSSH
成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

cloud9:EnvironmentName (p. 227)
cloud9:OwnerArn (p. 227)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 226)
aws:TagKeys (p. 226)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWSCloud9 IDEとユーザーの
CreateEnvironmentToken
環境の間の接続を許可する認証
[アクセス許可
トークンを作成する許可を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 開発環境を削除す
DeleteEnvironment
るアクセス許可を付与 環境が
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) インスタンスでホ
ストされている場合は、インス
タンスも終了します。

書き込み

environment* (p. 226)

環境メンバーを AWS Cloud9 開
DeleteEnvironmentMembership
発環境から削除する許可を付与

書き込み

environment* (p. 226)

ホスト、ユーザー、ポートを含
DescribeEC2Remote
む、EC2 開発環境への接続に関
[アクセス許可
する詳細を取得する許可を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 開発環境の環境メ
DescribeEnvironmentMemberships
ンバーに関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

environment* (p. 226)

依存アク
ション

iam:CreateServiceLinkedR

cloud9:UserArn (p. 227)
cloud9:EnvironmentId (p. 226)

AWS Cloud9 開発環境に関する
DescribeEnvironmentStatus
ステータス情報を取得する許可
を付与

読み込み

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 開発環境に関する
DescribeEnvironments
情報を取得する許可を付与

読み込み

environment* (p. 226)

ホスト、ユーザー、ポートを含
DescribeSSHRemote
む、SSH 開発環境への接続に関
[アクセス許可
する詳細を取得する許可を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)

AWSCloud9 IDE の初期化に使用
GetEnvironmentConfig
される構成情報を取得する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)

指定された開発環境の AWS
GetEnvironmentSettings
Cloud9 IDE 設定を取得する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)

指定した環境メンバーの AWS
GetMembershipSettings
Cloud9 IDE 設定を取得する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

読み込み

environment* (p. 226)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SSH 開発環境に接続するために
GetUserPublicKeyAWS Cloud9 によって使用され
[アクセス許可
る、ユーザーのパブリック SSH
のみ]
キーを取得する許可を付与

読み込み

指定のユーザーの AWS Cloud9
GetUserSettings IDE 設定を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

AWS Cloud9 開発環境の識別子
ListEnvironments のリストを取得する許可を付与

読み込み

Cloud9 環境のタグを一覧表示す
ListTagsForResource
る許可を付与

読み込み

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 統合の開発環
ModifyTemporaryCredentialsOnEnvironmentEC2
境 (IDE)によって使用される
[アクセス許可
Amazon EC2 インスタンスで
のみ]
AWS マネージド一時認証情報を
設定する許可を付与

書き込み

environment* (p. 226)

TagResource

タグ付け

environment* (p. 226)

Cloud9 環境にタグを追加する許
可を付与

依存アク
ション

cloud9:UserArn (p. 227)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 226)
aws:TagKeys (p. 226)

Cloud9 環境からタグを削除する
UntagResource 許可を付与

タグ付け

environment* (p. 226)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 226)
aws:TagKeys (p. 226)

既存の AWS Cloud9 開発環境の
UpdateEnvironment
設定を変更する許可を付与

書き込み

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 開発環境の既存の
UpdateEnvironmentMembership
環境メンバーの設定を変更する
許可を付与

書き込み

environment* (p. 226)
cloud9:UserArn (p. 227)
cloud9:EnvironmentId (p. 226)
cloud9:Permissions (p. 227)

指定された開発環境の AWS
UpdateEnvironmentSettings
Cloud9 IDE 設定を更新する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

environment* (p. 226)

AWS指定された環境メンバーの
UpdateMembershipSettings
Cloud9 IDE 設定を更新する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

environment* (p. 226)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ホスト、ユーザー、ポートを含
UpdateSSHRemote
む、SSH 開発環境への接続に関
[アクセス許可
する詳細を更新する許可を付与
のみ]

書き込み

AWS Cloud9 ユーザーの IDE 固
UpdateUserSettings
有の設定を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

AWS Cloud9 開発環境の作成プ
ValidateEnvironmentName
ロセス中に環境名を検証する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

読み込み

依存アク
ション

environment* (p. 226)

AWS Cloud9 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 223)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

environment

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 226)

arn:${Partition}:cloud9:${Region}:
${Account}:environment:${ResourceId}

AWS Cloud9 の条件キー
AWS Cloud9 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Cloud9 環境 ID でアクセスをフィルタリングします
cloud9:EnvironmentId
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条件キー

説明

タイプ

AWS Cloud9 環境名でアクセスをフィルタリングします
cloud9:EnvironmentName

文字列

AWS Cloud9 環境の Amazon EC2 インスタンスのインスタン
cloud9:InstanceType スタイプでアクセスをフィルタリングします

文字列

cloud9:OwnerArn

ARN

指定されたオーナー ARN でアクセスをフィルタリングしま
す。

AWS Cloud9 のアクセス許可のタイプでアクセスをフィルタ
cloud9:Permissions リングします

文字列

cloud9:SubnetId

AWS Cloud9 環境が作成されるサブネット ID でアクセスを
フィルタリングします

文字列

cloud9:UserArn

指定されたユーザー ARN でアクセスをフィルタリングしま
す。

ARN

AWS CloudFormation のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS CloudFormation (サービスプレフィックス: cloudformation) では、IAM 許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CloudFormation で定義されるアクション (p. 227)
• AWS CloudFormation で定義されるリソースタイプ (p. 235)
• AWS CloudFormation の条件キー (p. 235)

AWS CloudFormation で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
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以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ActivateType

公開されたサードパーティー拡
張機能をアクティブ化するた
めのアクセス許可を付与し、ス
タックテンプレートで使用でき
るようにする

書き込み

指定した CloudFormation 拡張機
BatchDescribeTypeConfigurations
能の設定データを返すためのア
クセス許可を付与

読み取り

指定されたスタックの更新を
CancelUpdateStack
キャンセルするアクセス許可を
付与

Write

stack* (p. 235)

UPDATE_ROLLBACK_FAILED
Write
ContinueUpdateRollback
状態のスタックについ
て、UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
状態になるようロールバックを
続けるアクセス許可を付与

stack* (p. 235)

スタックの変更のリストを作成
CreateChangeSetするアクセス許可を付与

stack* (p. 235)

Write

依存アク
ション

cloudformation:RoleArn (p. 236)

cloudformation:ChangeSetName (p. 23

cloudformation:ResourceTypes (p. 236)

cloudformation:ImportResourceTypes (p
cloudformation:RoleArn (p. 236)
cloudformation:StackPolicyUrl (p. 236)
cloudformation:TemplateUrl (p. 236)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)
CreateStack

テンプレートで指定されたス
タックを作成するアクセス許可
を付与

Write

stack* (p. 235)

cloudformation:ResourceTypes (p. 236)
cloudformation:RoleArn (p. 236)
cloudformation:StackPolicyUrl (p. 236)
cloudformation:TemplateUrl (p. 236)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたリージョン内で指定
CreateStackInstances
されたアカウントのスタックイ
ンスタンスを作成するアクセス
許可を付与

Write

依存アク
ション

stackset* (p. 235)
stacksettarget (p. 235)
type (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)
cloudformation:TargetRegion (p. 236)

テンプレートで指定されたス
CreateStackSet タックセットを作成するアクセ
ス許可を付与

Write

cloudformation:RoleArn (p. 236)
cloudformation:TemplateUrl (p. 236)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)

Amazon S3 バケットにテンプ
書き込み
CreateUploadBucket
レートをアップロードするアク
[アクセス許可
セス許可を付与 これらは AWS
のみ]
CloudFormation コンソールでの
み使用されるため、API リファレ
ンスには記載されていません
アカウントとリージョン内で先
DeactivateType にアクティブ化されている、公
開拡張機能を非アクティブ化す
るためのアクセス許可を付与

書き込み

指定された変更セットを削除す
DeleteChangeSet るアクセス許可を付与 変更セッ
トを削除することで、誤った
変更セットの実行が防止されま
す。

Write

DeleteStack

指定されたスタックを削除する
アクセス許可を付与

Write

指定されたリージョン内で指定
DeleteStackInstances
されたアカウントのスタックイ
ンスタンスを削除するアクセス
許可を付与

Write

stack* (p. 235)

cloudformation:ChangeSetName (p. 23

stack* (p. 235)
cloudformation:RoleArn (p. 236)
stackset* (p. 235)
stacksettarget (p. 235)
type (p. 235)
cloudformation:TargetRegion (p. 236)

DeleteStackSet

指定されたスタックセットを削
除するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeregisterType

既存の CloudFormation タイプま
たはタイプバージョンの登録を
解除するアクセス許可を付与

Write

アカウントの AWS
DescribeAccountLimits
CloudFormation 制限を取得する
許可を付与

Read

指定された変更セットの説明を
DescribeChangeSet
返すアクセス許可を付与

読み取り

指定した変更セットのフック呼
DescribeChangeSetHooks
び出し情報を返す許可を付与

読み取り

CloudFormation 拡張機能のパブ
DescribePublisherリッシャーに関する情報を返す
ためのアクセス許可を付与

読み取り

スタックドリフト検出オペレー
DescribeStackDriftDetectionStatus
ションに関する情報を返すアク
セス許可を付与

Read

指定されたスタックについて、
DescribeStackEvents
スタック関連のすべてのイベン
トを返すアクセス許可を付与

Read

stack* (p. 235)

指定されたスタックセッ
DescribeStackInstance
ト、AWS アカウント、リージョ
ンに関連付けられたスタックイ
ンスタンスを返す許可を付与

Read

stackset* (p. 235)

指定のスタック内にある指定の
DescribeStackResource
リソースの説明を返すアクセス
許可を付与

Read

stack* (p. 235)

指定されたスタック内でドリフ
DescribeStackResourceDrifts
トが確認されたリソースのドリ
フト情報を返すアクセス許可を
付与

Read

stack* (p. 235)

実行中のスタックおよび削除さ
DescribeStackResources
れたスタックについて、AWS リ
ソースの記述を返す許可を付与

Read

stack* (p. 235)

指定されたスタックセットの説
DescribeStackSet明を返すアクセス許可を付与

Read

stackset* (p. 235)

指定されたスタックセットオペ
DescribeStackSetOperation
レーションの説明を返すアクセ
ス許可を付与

Read

stackset* (p. 235)

指定された変更スタックの説明
DescribeStacks を返すアクセス許可を付与

リスト

stack* (p. 235)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeType

リクエストされた
CloudFormation タイプに関する
情報を返すアクセス許可を付与

Read

CloudFormation タイプの登録プ
DescribeTypeRegistration
ロセスに関する情報を返すアク
セス許可を付与

Read

スタックの実際の設定が、ス
DetectStackDrift タックテンプレートおよびテン
プレートパラメータとして指定
された値で定義されている、意
図された設定と異なるかどうか
を検出するアクセス許可を付与

Read

stack* (p. 235)

リソースの実際の設定が、ス
DetectStackResourceDrift
タックテンプレートおよびテン
プレートパラメータとして指定
された値で定義されている、意
図された設定と異なるか、また
はドリフトしているかについて
の情報を返すアクセス許可を付
与

Read

stack* (p. 235)

ユーザーがスタックセットとそ
DetectStackSetDrift
のスタックセットに属するス
タックインスタンスのドリフト
を検出できるようにアクセス許
可を付与

Read

stackset* (p. 235)

テンプレートの推定月額コスト
EstimateTemplateCost
を返すアクセス許可を付与

Read

指定された変更セットの作成時
ExecuteChangeSet
に提供された入力情報を使い、
スタックを更新するアクセス許
可を付与

Write

指定されたスタックのスタック
ポリシーを返すアクセス許可を
付与

Read

stack* (p. 235)

指定されたスタックのテンプ
レート本文を返すアクセス許可
を付与

Read

stack* (p. 235)

承認ルールテンプレートに関す
GetTemplateSummary
る情報を返すアクセス許可を付
与

読み取り

stack (p. 235)

ユーザーが既存のスタックを新
ImportStacksToStackSet
規または既存のスタックセット
にインポートできるようにする
許可を付与

書き込み

GetStackPolicy
GetTemplate
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スタックのアクティブな変更
ListChangeSets セットごとに、ID とステータ
スを返すアクセス許可を付与
例えば、AWS CloudFormation
は、CREATE_IN_PROGRESS
または CREATE_PENDING 状態
にある変更セットを一覧表示し
ます。

リスト

ListExports

このアクションを呼び出すアカ
ウントおよびリージョンにある
エクスポートされた出力値を一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

ListImports

エクスポートされた出力値をイ
ンポートしているスタックを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

指定されたスタックセットに関
ListStackInstances連付けられているスタックイン
スタンスについて要約情報を返
すアクセス許可を付与

リスト

stackset* (p. 235)

指定されたスタックのすべての
ListStackResources
リソースの説明を返すアクセス
許可を付与

リスト

stack* (p. 235)

スタックセットオペレーション
ListStackSetOperationResults
の結果に関する要約情報を返す
アクセス許可を付与

リスト

stackset* (p. 235)

スタックセットで実行されたオ
ListStackSetOperations
ペレーションに関する概要情報
を返すアクセス許可を付与

リスト

stackset* (p. 235)

ListStackSets

ユーザーに関連付けられたス
タックセットに関する概要情報
を返すアクセス許可を付与

リスト

stackset* (p. 235)

ListStacks

指定された StackStatusFilter に
一致するステータスを持つス
タックについて、要約情報を返
すアクセス許可を付与

リスト

CloudFormation タイプの登録試
ListTypeRegistrations
行を一覧表示するアクセス許可
を付与

リスト

特定の CloudFormation タイプの
ListTypeVersions バージョンを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

ListTypes

リスト

利用可能な CloudFormation タイ
プを一覧表示するアクセス許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PublishType

指定された拡張機能をこの
リージョンで公開するため
に、CloudFormation レジストリ
に対し公開するためのアクセス
許可を付与

書き込み

ハンドラーの進行状況を記録す
RecordHandlerProgress
る許可を付与

書き込み

アカウントを、CloudFormation
RegisterPublisher レジストリ内で公開拡張機能の
パブリッシャーとして登録する
ための、アクセス許可を付与

書き込み

RegisterType

新しい CloudFormation タイプを
登録するアクセス許可を付与

書き込み

RollbackStack

スタックを最後の安定状態に
ロールバックするアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

stack* (p. 235)

stack* (p. 235)
cloudformation:RoleArn (p. 236)

SetStackPolicy 指定されたスタックのスタック
ポリシーを設定するアクセス許
可を付与

経営へのア stack* (p. 235)
クセス権
cloudformation:StackPolicyUrl (p. 236)

指定されたアカウントおよび
SetTypeConfiguration
リージョンで、登録済みの
CloudFormation 拡張機能に対し
設定データを設定するためのア
クセス許可を付与

書き込み

CloudFormation オペレーション
SetTypeDefaultVersion
に適用する CloudFormation タイ
プのバージョンを設定するアク
セス許可を付与

Write

成功または失敗のステータスを
SignalResource 持つ指定のリソースにシグナル
を送信するアクセス許可を付与

Write

stack* (p. 235)

スタックセットおよびそれに関
StopStackSetOperation
連付けられているスタックイ
ンスタンスで進行中のオペレー
ションを停止するアクセス許可
を付与

Write

stackset* (p. 235)

TagResource

タグ付け

changeset (p. 235)

クラウドフォーメーションリ
ソースにタグを付けるアクセス
許可を付与

stack (p. 235)
stackset (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TestType

登録済みの拡張機能をテスト
し、CloudFormation レジストリ
内での公開に必要な、すべての
要件を満たしていることを確認
するためのアクセス許可を付与

書き込み

クラウドフォーメーションリ
UntagResource ソースのタグを解除するアクセ
ス許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

changeset (p. 235)
stack (p. 235)
stackset (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)

UpdateStack

テンプレートで指定されたス
タックを更新するアクセス許可
を付与

Write

stack* (p. 235)

cloudformation:ResourceTypes (p. 236)
cloudformation:RoleArn (p. 236)
cloudformation:StackPolicyUrl (p. 236)
cloudformation:TemplateUrl (p. 236)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)

指定されたリージョン内で指定
UpdateStackInstances
されたアカウントのスタックイ
ンスタンスのパラメータ値を更
新するアクセス許可を付与

Write

stackset* (p. 235)
stacksettarget (p. 235)
type (p. 235)
cloudformation:TargetRegion (p. 236)

テンプレートで指定されたス
UpdateStackSet タックセットを更新するアクセ
ス許可を付与

Write

stackset* (p. 235)
stacksettarget (p. 235)
type (p. 235)
cloudformation:RoleArn (p. 236)
cloudformation:TemplateUrl (p. 236)
cloudformation:TargetRegion (p. 236)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 235)
aws:TagKeys (p. 235)

234

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS CloudFormation

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたスタックの終了保護
UpdateTerminationProtection
を更新するアクセス許可を付与

Write

指定されたテンプレートを検証
ValidateTemplate するアクセス許可を付与

Read

依存アク
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stack* (p. 235)

AWS CloudFormation で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 227)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

changeset

arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:
${Account}:changeSet/${ChangeSetName}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 235)

stack

arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:
${Account}:stack/${StackName}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 235)

stackset

arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:
${Account}:stackset/${StackSetName}:${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 235)

stackset-target

arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:
${Account}:stackset-target/${StackSetTarget}

type

arn:${Partition}:cloudformation:${Region}:
${Account}:type/resource/${Type}

AWS CloudFormation の条件キー
AWS CloudFormation では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

235

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CloudFront

条件キー

説明

タイプ

AWS CloudFormation 変更セット名によりアクセスをフィル
cloudformation:ChangeSetName
タリングする IAM ユーザーがどの変更セットを実行または削
除できるかを制御するために使用します。

文字列

テンプレートリソースタイプ (AWS::EC2:: インスタンスなど)
cloudformation:ImportResourceTypes
によりアクセスをフィルタリングする IAM ユーザーがスタッ
クにリソースをインポートする際に操作できるリソースタイ
プを制御するために使用します。

文字列

テンプレートリソースタイプ (AWS::EC2:: インスタンスなど)
cloudformation:ResourceTypes
によりアクセスをフィルタリングする IAM ユーザーがスタッ
クの作成または更新時に操作できるリソースタイプを制御す
るために使用します。

ArrayOfString

IAM サービスロールの ARN によりアクセスをフィルタリン
cloudformation:RoleArn
グする IAM ユーザーがスタックまたは変更セットの操作にど
のサービスロールを使用できるかを制御するために使用しま
す。

ARN

Amazon S3 のスタックポリシー URL によりアクセスをフィ
cloudformation:StackPolicyUrl
ルタリングする IAM ユーザーがスタックアクションの作成ま
たは更新アクション時にスタックにどのスタックポリシーを
関連付けられるかを制御するために使用します。

文字列

スタックセットのターゲットリージョンによりアクセスを
cloudformation:TargetRegion
フィルタリングする スタックセットを作成または更新する
IAM ユーザーが使用可能なリージョンを、制御するために使
用します。

ArrayOfString

Amazon S3 のテンプレート URL によりアクセスをフィルタ
cloudformation:TemplateUrl
リングする IAM ユーザーがスタックの作成または更新時に
どのテンプレートを使用できるかを制御するために使用しま
す。

文字列

Amazon CloudFront のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon CloudFront (サービスプレフィックス: cloudfront) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudFront で定義されるアクション (p. 237)
• Amazon CloudFront で定義されるリソースタイプ (p. 244)
• Amazon CloudFront の条件キー (p. 244)

236

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CloudFront

Amazon CloudFront で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssociateAlias

CloudFront ディストリビュー
ションにエイリアスを関連付け
る許可を付与

Write

distribution* (p. 244)

CloudFront に新しいキャッシュ
CreateCachePolicy
ポリシーを追加する許可を付与

Write

cachepolicy* (p. 244)

新しい CloudFront オリジンアク
CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
セスアイデンティティを作成す
る許可を付与

Write

originaccessidentity* (p. 244)

新しいウェブディストリビュー
CreateDistributionションを作成する許可を付与

書き込み

distribution* (p. 244)

新しいフィールドレベル暗号化
CreateFieldLevelEncryptionConfig
設定を作成する許可を付与

Write

field-levelencryption* (p. 244)

フィールドレベル暗号化プロ
CreateFieldLevelEncryptionProfile
ファイルを作成する許可を付与

Write

field-levelencryptionprofile* (p. 244)

CloudFront 関数を作成する許可
を付与

Write

function* (p. 244)

新しい無効化バッチリクエスト
CreateInvalidationを作成する許可を付与

Write

distribution* (p. 244)

CloudFront に新しいキーグルー
CreateKeyGroup プを追加する許可を付与

Write

指定された CloudFront ディ
CreateMonitoringSubscription
ストリビューションの追加の
CloudWatch メトリクスを有効に
する許可を付与。追加のメトリ
クスには追加コストが発生しま
す

Write

CreateFunction
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CloudFront に新しいオリジンリ
CreateOriginRequestPolicy
クエストポリシーを追加する許
可を付与

Write

CloudFront に新しいパブリック
CreatePublicKey キーを追加する許可を付与

Write

リアルタイムログ設定を作成す
CreateRealtimeLogConfig
る許可を付与

書き込み

realtimelogconfig* (p. 244)

CloudFront に新しいレスポンス
CreateResponseHeadersPolicy
ヘッダーポリシーを追加する許
可を付与

書き込み

responseheaderspolicy* (p. 244)

新しい RTMP ディストリビュー
CreateStreamingDistribution
ションを作成する許可を付与

Write

streamingdistribution* (p. 244)

新しい RTMP ディストリビュー
CreateStreamingDistributionWithTags
ションをタグ付きで作成する許
可を付与

書き込み

streamingdistribution* (p. 244)

依存アク
ション

originrequestpolicy* (p. 244)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 245)
aws:TagKeys (p. 245)

キャッシュポリシーを削除する
DeleteCachePolicy
許可を付与

Write

cachepolicy* (p. 244)

CloudFront オリジンアクセスア
DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity
イデンティティを削除する許可
を付与

Write

originaccessidentity* (p. 244)

ウェブディストリビューション
DeleteDistribution を削除する許可を付与

Write

distribution* (p. 244)

フィールドレベル暗号化の設定
DeleteFieldLevelEncryptionConfig
を削除する許可を付与

Write

field-levelencryption* (p. 244)

フィールドレベル暗号化プロ
DeleteFieldLevelEncryptionProfile
ファイルを削除する許可を付与

Write

field-levelencryptionprofile* (p. 244)

DeleteFunction CloudFront 関数を削除する許可
を付与

Write

function* (p. 244)

キーグループを削除する許可を
DeleteKeyGroup 付与

Write

指定された CloudFront ディ
DeleteMonitoringSubscription
ストリビューションの追加の
CloudWatch メトリクスを無効に
する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オリジンリクエストポリシーを
DeleteOriginRequestPolicy
削除する許可を付与

Write

CloudFront から公開鍵を削除す
DeletePublicKey る許可を付与

Write

リアルタイムログ設定を削除す
DeleteRealtimeLogConfig
る許可を付与

書き込み

realtimelogconfig* (p. 244)

リソースヘッダーポリシを削除
DeleteResponseHeadersPolicy
する許可を付与

書き込み

responseheaderspolicy* (p. 244)

RTMP ディストリビューション
DeleteStreamingDistribution
を削除する許可を付与

Write

streamingdistribution* (p. 244)

CloudFront 関数概要を取得する
DescribeFunction 許可を付与

Read

function* (p. 244)

キャッシュポリシーを取得する
GetCachePolicy 許可を付与

Read

cachepolicy* (p. 244)

キャッシュポリシー設定を取得
GetCachePolicyConfig
する許可を付与

Read

cachepolicy* (p. 244)

CloudFront オリジンアクセスア
GetCloudFrontOriginAccessIdentity
イデンティティに関する情報を
取得する許可を付与

Read

originaccessidentity* (p. 244)

CloudFront オリジンアクセスア
GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
イデンティティに関する設定情
報を取得する許可を付与

Read

originaccessidentity* (p. 244)

GetDistribution

ウェブディストリビューション
に関する情報を取得する許可を
付与

Read

distribution* (p. 244)

ディストリビューションに関す
GetDistributionConfig
る設定情報を取得する許可を付
与

Read

distribution* (p. 244)

フィールドレベル暗号化設定情
GetFieldLevelEncryption
報を取得する許可を付与

Read

field-levelencryption* (p. 244)

フィールドレベル暗号化設定情
GetFieldLevelEncryptionConfig
報を取得する許可を付与

Read

field-levelencryption* (p. 244)

フィールドレベル暗号化設定情
GetFieldLevelEncryptionProfile
報を取得する許可を付与

Read

field-levelencryptionprofile* (p. 244)

フィールドレベル暗号化プロ
GetFieldLevelEncryptionProfileConfig
ファイル設定情報を取得する許
可を付与

Read

field-levelencryptionprofile* (p. 244)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetFunction

CloudFront 関数のコードを取得
する許可を付与

Read

function* (p. 244)

GetInvalidation 無効化に関する情報を取得する
許可を付与

Read

distribution* (p. 244)

GetKeyGroup

キーグループを取得する許可を
付与

Read

キーグループ設定を取得する許
GetKeyGroupConfig
可を付与

Read

指定された CloudFront ディ
GetMonitoringSubscription
ストリビューションで追加の
CloudWatch メトリクスが有効に
なっているかどうかに関する情
報を取得する許可を付与

Read

オリジンリクエストポリシーを
GetOriginRequestPolicy
取得する許可を付与

Read

originrequestpolicy* (p. 244)

オリジンリクエストポリシー設
GetOriginRequestPolicyConfig
定を取得する許可を付与

Read

originrequestpolicy* (p. 244)

GetPublicKey

公開鍵情報を取得する許可を付
与

Read

公開鍵設定情報を取得する許可
GetPublicKeyConfig
を付与

Read

リアルタイムログ設定を取得す
GetRealtimeLogConfig
る許可を付与

読み取り

realtimelogconfig* (p. 244)

レスポンスヘッダーポリシーを
GetResponseHeadersPolicy
取得するアクセス許可を付与

読み取り

responseheaderspolicy* (p. 244)

レスポンスヘッダーポリシー設
GetResponseHeadersPolicyConfig
定を取得する許可を付与

読み取り

responseheaderspolicy* (p. 244)

RTMP ディストリビューション
GetStreamingDistribution
に関する情報を取得する許可を
付与

Read

streamingdistribution* (p. 244)

ストリーミングディストリ
GetStreamingDistributionConfig
ビューションに関する設定情報
を取得する許可を付与

Read

streamingdistribution* (p. 244)

このアカウントに対して
ListCachePolicies CloudFront で作成されたすべて
のキャッシュポリシーを一覧表
示する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CloudFront オリジンアクセスア
ListCloudFrontOriginAccessIdentities
イデンティティを一覧表示する
許可を付与

リスト

CloudFront で指定したエイリア
ListConflictingAliases
スと競合するすべてのエイリア
スを一覧表示する許可を付与

リスト

AWS アカウント に関連付けら
ListDistributions れているすべてのディストリ
ビューションを一覧表示する許
可を付与

リスト

指定したキャッシュポリシーに
ListDistributionsByCachePolicyId
キャッシュ動作が関連付けられ
ているディストリビューション
のディストリビューション ID を
一覧表示する許可を付与

リスト

指定したキーグループにキャッ
ListDistributionsByKeyGroup
シュ動作が関連付けられている
ディストリビューションのディ
ストリビューション ID を一覧表
示する許可を付与

リスト

Lambda 関数に関連付けられてい リスト
ListDistributionsByLambdaFunction
るディストリビューションを一
[アクセス許可
覧表示するためのアクセス許可
のみ]
を付与
指定したオリジンリクエスト
ListDistributionsByOriginRequestPolicyId
ポリシーにキャッシュ動作が
関連付けられているディスト
リビューションのディストリ
ビューション ID を一覧表示する
許可を付与

リスト

指定されたリアルタイムログ設
ListDistributionsByRealtimeLogConfig
定に関連付けられたキャッシュ
動作を持つディストリビュー
ションのリストを取得する許可
を付与

リスト

指定したレスポンスヘッダー
ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId
ポリシーにキャッシュ動作が
関連付けられているディスト
リビューションのディストリ
ビューション ID を一覧表示する
許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した AWS WAF ウェブ ACL
ListDistributionsByWebACLId
を使用して AWS アカウント に
関連付けられているディストリ
ビューションを一覧表示する許
可を付与

リスト

このアカウントの CloudFront で
ListFieldLevelEncryptionConfigs
作成されたすべてのフィールド
レベル暗号化設定を一覧表示す
る許可を付与

リスト

このアカウントの CloudFront で
ListFieldLevelEncryptionProfiles
作成されたすべてのフィールド
レベル暗号化プロファイルを一
覧表示する許可を付与

リスト

ListFunctions

CloudFront 関数のリストを取得
する許可を付与

リスト

無効化バッチを一覧表示する許
ListInvalidations 可を付与

リスト

ListKeyGroups

このアカウントの CloudFront で
作成されたすべてのキーグルー
プを一覧表示する許可を付与

リスト

このアカウントの CloudFront で
ListOriginRequestPolicies
作成されたすべてのオリジンリ
クエストポリシーを一覧表示す
る許可を付与

リスト

ListPublicKeys

リスト

このアカウントの CloudFront に
追加されたすべてのパブリック
キーを一覧表示する許可を付与

distribution* (p. 244)

リアルタイムログ設定を一覧表
ListRealtimeLogConfigs
示する許可を付与

リスト

このアカウントの CloudFront で
ListResponseHeadersPolicies
作成されたすべてのレスポンス
ヘッダーポリシーを一覧表示す
る許可を付与

リスト

RTMP ディストリビューション
ListStreamingDistributions
を一覧表示する許可を付与

リスト

CloudFront リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与

Read

CloudFront 関数を発行する許可
PublishFunction を付与

Write

function* (p. 244)

TagResource

タグ付け

distribution (p. 244)

CloudFront リソースにタグを追
加する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

streamingdistribution (p. 244)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 245)
aws:TagKeys (p. 245)
TestFunction

CloudFront 関数をテストする許
可を付与

Write

CloudFrontリソースからタグを削 タグ付け
UntagResource 除する許可を付与

function* (p. 244)
distribution (p. 244)
streamingdistribution (p. 244)
aws:TagKeys (p. 245)

キャッシュポリシーを更新する
UpdateCachePolicy
許可を付与

Write

cachepolicy* (p. 244)

CloudFront オリジンアクセスア
UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity
イデンティティの設定を設定す
る許可を付与

Write

originaccessidentity* (p. 244)

ウェブディストリビューション
UpdateDistribution設定を更新する許可を付与

Write

distribution* (p. 244)

フィールドレベル暗号化設定を
UpdateFieldLevelEncryptionConfig
更新する許可を付与

Write

field-levelencryption* (p. 244)

フィールドレベル暗号化プロ
UpdateFieldLevelEncryptionProfile
ファイルを更新する許可を付与

Write

field-levelencryptionprofile* (p. 244)

CloudFront 関数を更新する許可
UpdateFunction を付与

Write

function* (p. 244)

キーグループを更新する許可を
UpdateKeyGroup 付与

Write

オリジンリクエストポリシーを
UpdateOriginRequestPolicy
更新する許可を付与

Write

公開鍵情報を更新する許可を付
UpdatePublicKey 与

Write

リアルタイムログ設定を更新す
UpdateRealtimeLogConfig
る許可を付与

書き込み

realtimelogconfig* (p. 244)

データセットのリソースポリ
UpdateResponseHeadersPolicy
シーを更新するアクセス許可を
付与

書き込み

responseheaderspolicy* (p. 244)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RTMP ディストリビューション
UpdateStreamingDistribution
の設定を更新する許可を付与

Write

依存アク
ション

streamingdistribution* (p. 244)

Amazon CloudFront で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 237)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

distribution

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:distribution/${DistributionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 245)

streamingdistribution

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:streaming-distribution/
${DistributionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 245)

origin-accessidentity

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:origin-access-identity/${Id}

field-levelencryption

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:field-level-encryption/${Id}

field-levelencryptionprofile

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:field-level-encryption-profile/
${Id}

cache-policy

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:cache-policy/${Id}

origin-requestpolicy

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:origin-request-policy/${Id}

realtime-logconfig

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:realtime-log-config/${Name}

function

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:function/${Name}

responseheaders-policy

arn:${Partition}:cloudfront::
${Account}:response-headers-policy/${Id}

Amazon CloudFront の条件キー
Amazon CloudFront は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS CloudHSM のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CloudHSM (サービスプレフィックス: cloudhsm) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CloudHSM で定義されるアクション (p. 245)
• AWS CloudHSM で定義されるリソースタイプ (p. 248)
• AWS CloudHSM の条件キー (p. 248)

AWS CloudHSM で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された AWS CloudHSM リ
AddTagsToResource
ソースに 1 つまたは複数のタグ
を追加または上書きします。

タグ付け

指定されたリージョンにバック
CopyBackupToRegion
アップのコピーを作成します。

Write

依存アク
ション

backup* (p. 248)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 248)
aws:TagKeys (p. 249)

CreateCluster

新しい AWS CloudHSM クラス
ターを作成します。

Write

backup (p. 248)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 248)
aws:TagKeys (p. 249)

CreateHapg

高可用性のパーティショング
ループを作成します。

Write

CreateHsm

指定された AWS CloudHSM クラ Write
スターに新しいハードウェアセ
キュリティモジュール (HSM) を
作成します。

cluster* (p. 248)

HSM クライアントを作成しま
CreateLunaClient す。

Write

DeleteBackup

指定された CloudHSM バック
アップを削除します。

Write

backup* (p. 248)

DeleteCluster

指定された AWS CloudHSM クラ Write
スターを削除します。

cluster* (p. 248)

DeleteHapg

高可用性のパーティショング
ループを削除します。

Write

DeleteHsm

指定された HSM を削除します。

Write

クライアントを削除します。

Write

DeleteLunaClient

AWS CloudHSM クラスターの
DescribeBackups バックアップに関する情報を取
得します。

Read

AWS CloudHSM クラスターに関
DescribeClusters する情報を取得します。

Read

DescribeHapg

Read

高可用性のパーティショング
ループに関する情報を取得しま
す。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeHsm

HSM に関する情報を取得しま
Read
す。HSM は、ARN またはそのシ
リアル番号で識別できます。

HSM クライアントに関する情報
DescribeLunaClient
を取得します。

Read

GetConfig

クライアントが関連付けられて
いるすべての高可用性パーティ
ショングループへの接続に必要
な設定ファイルを取得します。

Read

AWS CloudHSM クラスターを要
求します。

Write

InitializeCluster

cluster* (p. 248)

利用可能な AWS CloudHSM キャ リスト
ListAvailableZonesパシティーを含むアベイラビリ
ティーゾーンを一覧表示しま
す。
ListHapgs

アカウントの高可用性パーティ
ショングループを一覧表示しま
す。

リスト

ListHsms

現在の顧客向けにプロビジョン
された HSM の識別子をすべて取
得します。

リスト

すべてのクライアントを一覧表
示します。

リスト

ListLunaClients
ListTags

指定された AWS CloudHSM クラ Read
スターのタグのリストを取得し
ます。

backup (p. 248)
cluster (p. 248)

指定された AWS CloudHSM リ
ListTagsForResource
ソースのすべてのタグのリスト
を返します。

Read

AWS CloudHSM バックアップの
ModifyBackupAttributes
属性を変更します。

Write

backup* (p. 248)

ModifyCluster

AWS CloudHSM クラスターを変
更します。

Write

cluster* (p. 248)

ModifyHapg

既存の高可用性パーティション
グループを変更します。

Write

ModifyHsm

HSM を変更します。

Write

クライアントによって使用され
ModifyLunaClient る証明書を変更します。

Write

指定された AWS CloudHSM リ
RemoveTagsFromResource
ソースから 1 つまたは複数のタ
グを削除します。

タグ付け
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RestoreBackup

指定された CloudHSM バック
アップを復元します。

Write

TagResource

指定された AWS CloudHSM クラ タグ付け
スターに 1 つまたは複数のタグ
を追加または上書きします。

依存アク
ション

backup* (p. 248)
backup (p. 248)
cluster (p. 248)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 248)
aws:TagKeys (p. 249)

指定された AWS CloudHSM クラ タグ付け
UntagResource スターから指定されたタグを削
除します。

backup (p. 248)
cluster (p. 248)
aws:TagKeys (p. 249)

AWS CloudHSM で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 245)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

backup

arn:${Partition}:cloudhsm:
${Region}:${Account}:backup/
${CloudHsmBackupInstanceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 249)

cluster

arn:${Partition}:cloudhsm:
${Region}:${Account}:cluster/
${CloudHsmClusterInstanceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 249)

AWS CloudHSM の条件キー
AWS CloudHSM では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義されます。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

248

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CloudSearch

条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

Amazon CloudSearch のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon CloudSearch (サービスプレフィックス: cloudsearch) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudSearch で定義されるアクション (p. 249)
• Amazon CloudSearch で定義されるリソースタイプ (p. 252)
• Amazon CloudSearch の条件キー (p. 252)

Amazon CloudSearch で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddTags

Amazon CloudSearch ドメイン
にリソースタグをアタッチしま
す

タグ付け

domain* (p. 252)

検索候補インデックスを作成し
BuildSuggesters ます

書き込み

domain* (p. 252)

CreateDomain

新しい検索ドメインを作成しま
す

書き込み

domain* (p. 252)

テキストまたはテキスト配列の
DefineAnalysisScheme
フィールドに適用可能な分析ス
キームを設定し、言語固有のテ
キスト処理オプションを定義し
ます

書き込み

domain* (p. 252)

検索ドメインの Expression を設
DefineExpression 定します

書き込み

domain* (p. 252)

検索ドメインの IndexField を設
DefineIndexField 定します

書き込み

domain* (p. 252)

ドメインのサジェスタを設定し
DefineSuggester ます

書き込み

domain* (p. 252)

分析スキームを削除します
DeleteAnalysisScheme

書き込み

domain* (p. 252)

DeleteDomain

書き込み

domain* (p. 252)

検索ドメインから Expression を
DeleteExpression 削除します

書き込み

domain* (p. 252)

検索ドメインから IndexField を
DeleteIndexField 削除します

書き込み

domain* (p. 252)

書き込み

domain* (p. 252)

ドメインに設定された分析ス
DescribeAnalysisSchemes
キームを取得します

読み取り

domain* (p. 252)

ドメインに設定された可用性オ
DescribeAvailabilityOptions
プションを取得します

読み取り

domain* (p. 252)

ドメインに設定されたドメイン
DescribeDomainEndpointOptions
エンドポイントオプションを取
得します

読み取り

domain* (p. 252)

このアカウントが所有する検索
DescribeDomains ドメインに関する情報を取得し
ます

リスト

domain* (p. 252)

検索ドメインに設定された式を
DescribeExpressions
取得します

読み取り

domain* (p. 252)

DeleteSuggester

検索ドメインとそのすべての
データを完全に削除します

サジェスタを削除します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検索ドメインに設定されたイン
DescribeIndexFields
デックスフィールドに関する情
報を取得します

読み取り

domain* (p. 252)

ドメインに設定されたスケーリ
DescribeScalingParameters
ングパラメータを取得します

読み取り

domain* (p. 252)

ドメインのドキュメントと検索
DescribeServiceAccessPolicies
エンドポイントへのアクセスを
制御するアクセスポリシーに関
する情報を取得します

読み取り

domain* (p. 252)

ドメインに設定されたサジェス
DescribeSuggesters
タを取得します

読み取り

domain* (p. 252)

検索ドメインに、最新のイン
IndexDocuments デックス作成オプションを使用
してドキュメントのインデック
ス作成を開始するように指示し
ます

書き込み

domain* (p. 252)

アカウントが所有するすべての
ListDomainNames検索ドメインを一覧表示します

リスト

domain* (p. 252)

ListTags

Amazon CloudSearch ドメイン
のすべてのリソースタグを表示
します

読み取り

domain* (p. 252)

RemoveTags

Amazon ES ドメインから指定し
たリソースタグを削除します

タグ付け

domain* (p. 252)

ドメインの可用性オプションを
UpdateAvailabilityOptions
設定します

書き込み

domain* (p. 252)

ドメインのドメインエンドポイ
UpdateDomainEndpointOptions
ントオプションを設定します

書き込み

domain* (p. 252)

ドメインのスケーリングパラ
UpdateScalingParameters
メータを設定します

書き込み

domain* (p. 252)

ドメインのドキュメントおよび
UpdateServiceAccessPolicies
検索エンドポイントへのアクセ
スを制御するアクセスルールを
設定します

経営へのア domain* (p. 252)
クセス権

document [ア
クセス許可の
み]

ドキュメントサービスオペレー
ションへのアクセスを許可しま
す

書き込み

domain (p. 252)

search [アクセ
ス許可のみ]

検索オペレーションへのアクセ
スを許可します

読み取り

domain (p. 252)

suggest [アク
セス許可のみ]

提案オペレーションへのアクセ
スを許可します

読み取り

domain (p. 252)
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Amazon CloudSearch で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 249)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。

Note
IAM ポリシーで Amazon CloudSearch のリソース ARN を使用する方法については、Amazon
CloudSearch 開発者ガイドの「Amazon CloudSearch の ARN」を参照してください。
リソースタイプ ARN
domain

条件キー

arn:${Partition}:cloudsearch:${Region}:
${Account}:domain/${DomainName}

Amazon CloudSearch の条件キー
CloudSearch には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS CloudShell のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CloudShell (サービスプレフィックス: cloudshell) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CloudShell で定義されるアクション (p. 252)
• AWS CloudShell で定義されるリソースタイプ (p. 254)
• AWS CloudShell の条件キー (p. 254)

AWS CloudShell で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CloudShell 環境を作成するアク
CreateEnvironment
セス許可を付与します
[アクセス許可
のみ]

Write

CreateSession
[アクセス許可
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

CloudShell 環境を削除する許可
DeleteEnvironment
を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

CloudShell 環境のステータスを
GetEnvironmentStatus
読み取るアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Read

Environment* (p. 254)

CloudShell 環境からファイルを
GetFileDownloadUrls
ダウンロードするアクセス許可
[アクセス許可
を付与します
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

CloudShell 環境にファイルを
GetFileUploadUrlsアップロードするアクセス許可
[アクセス許可
を付与します
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

PutCredentials
[アクセス許可
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

停止した CloudShell 環境を開始
StartEnvironment する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

実行中の CloudShell 環境を停止
StopEnvironment する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

Environment* (p. 254)

AWS Management Console から
CloudShell 環境に接続するアク
セス許可を付与します

コンソール認証情報を環境に転
送するアクセス許可を付与しま
す

253

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS CloudTrail

AWS CloudShell で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 252)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
Environment

条件キー

arn:${Partition}:cloudshell:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}

AWS CloudShell の条件キー
CloudShell には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS CloudTrail のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CloudTrail (サービスプレフィックス: cloudtrail) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CloudTrail で定義されるアクション (p. 254)
• AWS CloudTrail で定義されるリソースタイプ (p. 257)
• AWS CloudTrail の条件キー (p. 258)

AWS CloudTrail で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddTags

1 つ以上のタグを証跡に (最大 10
個まで) 追加する許可を付与。

タグ付け

依存アク
ション

eventdatastore (p. 258)
trail (p. 258)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 258)
aws:TagKeys (p. 258)

CancelQuery

実行中のクエリをキャンセルす
る許可を付与。

書き込み

イベントデータストアを作成す
CreateEventDataStore
る許可を付与

書き込み

eventdatastore* (p. 258)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 258)
aws:TagKeys (p. 258)

AWS のサービスにログデータ
CreateServiceLinkedChannel
を配信するための設定を指定
[アクセス許可
する、サービスにリンクされた
のみ]
チャネルを作成するアクセス許
可を付与

書き込み

channel* (p. 258)

CreateTrail

書き込み

trail* (p. 258)

Amazon S3 バケットにログデー
タを配信するための設定を指定
する証跡を作成する許可を付
与。

s3:PutObject
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 258)
aws:TagKeys (p. 258)

イベントデータストアを削除す
DeleteEventDataStore
る許可を付与

書き込み

eventdatastore* (p. 258)

サービスにリンクされたチャン
DeleteServiceLinkedChannel
ネルを削除するアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

channel* (p. 258)

DeleteTrail

書き込み

trail* (p. 258)

証跡を削除する許可を付与。

DescribeQuery クエリの詳細を一覧表示する許
可を付与

読み込み

DescribeTrails

読み込み

アカウントに設定されている現
在のリージョンに関連付けられ
ている証跡の設定を一覧表示す
る許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

イベントデータストアの設定を
GetEventDataStore
一覧表示する許可を付与

読み込み

証跡用に設定されたイベントセ
GetEventSelectorsレクタの設定を一覧表示する許
可を付与。

読み込み

trail* (p. 258)

証跡用に設定されている
GetInsightSelectors
CloudTrail インサイトセレクタを
一覧表示する許可を付与

読み込み

trail* (p. 258)

完了したクエリの結果を取得す
GetQueryResults る許可を付与

読み取り

サービスにリンクされたチャン
GetServiceLinkedChannel
ネルの設定を一覧表示するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

読み取り

GetTrail

証跡の設定を一覧表示する許可
を付与。

読み込み

GetTrailStatus

指定された証跡に関する情報が
記載された JSON 形式のリスト
を取得する許可を付与。

読み込み

アカウントの現在のリージョン
ListEventDataStores
に関連付けられたイベントデー
タストアを一覧表示する許可を
付与

リスト

ListPublicKeys

指定された時間範囲内の、対応
するプライベートキーが証跡ダ
イジェストファイルの署名に使
用されたパブリックキーを一覧
表示する許可を付与。

読み込み

ListQueries

イベントデータストアに関連付
けられたクエリを一覧表示する
許可を付与

リスト

指定されたアカウントの、現在
ListServiceLinkedChannels
のリージョンに関連付けられて
[アクセス許可
いる、サービスにリンクされた
のみ]
チャンネルを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

ListTags

現在のリージョン内の証跡また
はイベントデータストアのタグ
を一覧表示する許可を付与

読み込み

アカウントに設定されている現
在のリージョンに関連付けられ
ている証跡を一覧表示する許可
を付与。

リスト

ListTrails
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

LookupEvents

CloudTrail でキャプチャされた
読み込み
API アクティビティイベントを検
索し、アカウントのリソースを
作成、更新、または削除する許
可を付与。

証跡のイベントセレクタを作成
PutEventSelectorsおよび更新する許可を付与。

書き込み

trail* (p. 258)

証跡の CloudTrail インサイトセ
PutInsightSelectors
レクタを作成および更新する許
可を付与

書き込み

trail* (p. 258)

RemoveTags

タグ付け

eventdatastore (p. 258)

証跡からタグを削除する許可を
付与。

依存アク
ション

trail (p. 258)
aws:TagKeys (p. 258)

イベントデータストアを復元す
RestoreEventDataStore
る許可を付与

書き込み

eventdatastore* (p. 258)

StartLogging

証跡の AWS API コールおよびロ
グファイルの記録を開始するア
クセス許可を付与

書き込み

trail* (p. 258)

StartQuery

指定したイベントデータストア
で新しいクエリを開始する許可
を付与

書き込み

StopLogging

証跡の AWS API コールおよびロ
グファイルの記録を停止するア
クセス許可を付与

書き込み

trail* (p. 258)

イベントデータストアを更新す
UpdateEventDataStore
る許可を付与

書き込み

eventdatastore* (p. 258)

ログファイルの配信を指定する
UpdateServiceLinkedChannel
設定を更新する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

channel* (p. 258)

UpdateTrail

書き込み

trail* (p. 258)

ログファイルの配信を指定する
設定を更新する許可を付与。

AWS CloudTrail で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 254)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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Note
CloudTrail アクションへのアクセスを制御するポリシーの場合、Resource 要素は常に "*" に設定
します。IAM ポリシーでリソース ARN を使用する方法については、AWS CloudTrail ユーザーガ
イドの「カスタムアクセス許可を付与する」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

trail

arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:
${Account}:trail/${TrailName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 258)

eventdatastore

arn:${Partition}:cloudtrail:
${Region}:${Account}:eventdatastore/
${EventDataStoreId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 258)

channel

arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:
${Account}:channel/${ChannelId}

AWS CloudTrail の条件キー
AWS CloudTrail は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リソースに関連付けられた値に基づいて、アクセスをフィル
タリングします。

文字列

リソースに関連付けられた値に基づいて、アクセスをフィル
タリングします。

文字列

リソースに関連付けられた値に基づいて、アクセスをフィル
タリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon CloudWatch のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon CloudWatch (サービスプレフィックス: cloudwatch) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• Amazon CloudWatch で定義されるアクション (p. 259)
• Amazon CloudWatch で定義されるリソースタイプ (p. 263)
• Amazon CloudWatch の条件キー (p. 263)

Amazon CloudWatch で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteAlarms

アラームのコレクションを削除
する許可を付与。

書き込み

指定した異常検出モデルをアカ
DeleteAnomalyDetector
ウントから削除する許可を付
与。

書き込み

指定したすべての CloudWatch
DeleteDashboardsダッシュボードを削除する許可
を付与

書き込み

dashboard* (p. 263)

インサイトルールのコレクショ
DeleteInsightRulesンを削除する許可を付与。

書き込み

insightrule* (p. 263)

指定した CloudWatch メトリッ
DeleteMetricStream
クストリームを削除する許可を
付与。

書き込み

metricstream* (p. 263)

指定したアラームの履歴を取得
DescribeAlarmHistory
する許可を付与。

読み込み

alarm* (p. 263)

ユーザーのアカウントが現在所
DescribeAlarms 有しているすべてのアラームを
記述する許可を付与。

読み込み

alarm* (p. 263)

ユーザーのアカウントが現在所
DescribeAlarmsForMetric
有している、指定したメトリク
スで設定されているすべてのア
ラームを記述する許可を付与。

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントで作成した異常検出
DescribeAnomalyDetectors
モデルを一覧表示する許可を付
与。

読み込み

ユーザーのアカウントが現在所
DescribeInsightRules
有しているすべてのインサイト
ルールを記述する許可を付与。

読み込み

アラームのコレクションに対す
DisableAlarmActions
るアクションを無効にする許可
を付与。

書き込み

alarm* (p. 263)

インサイトルールのコレクショ
DisableInsightRules
ンを無効にする許可を付与。

書き込み

insightrule* (p. 263)

アラームのコレクションに対す
EnableAlarmActions
るアクションを有効にする許可
を付与。

書き込み

alarm* (p. 263)

インサイトルールのコレクショ
EnableInsightRules
ンを有効にする許可を付与。

書き込み

insightrule* (p. 263)

GetDashboard

指定した CloudWatch ダッシュ
ボードの詳細を表示する許可を
付与。

読み込み

dashboard* (p. 263)

特定のインサイトルールについ
GetInsightRuleReport
て、時間範囲内で一意のコン
トリビュータの top-N レポート
を返すアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

insightrule* (p. 263)

GetMetricData

読み込み

CloudWatch メトリクスデータの
バッチ容量を取得し、取得した
データで Metric Math を行うアク
セス許可を付与します。

指定したメトリクスの統計を取
GetMetricStatistics得する許可を付与。

読み込み

CloudWatch メトリックストリー
GetMetricStream ムの詳細を返すアクセス許可を
付与します。

読み込み

メトリクスウィジェットのス
GetMetricWidgetImage
ナップショットを取得する許可
を付与

読み込み

アカウント内のすべての
ListDashboards CloudWatch ダッシュボードのリ
ストを返すアクセス許可を付与
します。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のリソース ARN で使用可能
ListManagedInsightRules
なマネージド型インサイトルー
ルを一覧表示する許可を付与

読み取り

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)

cloudwatch:requestManagedResourceA
アカウント内のすべての
ListMetricStreamsCloudWatch メトリックストリー
ムのリストを返すアクセス許可
を付与します。

リスト

ListMetrics

リスト

AWS アカウント 所有者用に保存
されている有効なメトリクスの
リストを取得するアクセス許可
を付与します

Amazon CloudWatch リソース
ListTagsForResource
のタグを一覧表示する許可を付
与。

リスト

alarm (p. 263)
insightrule (p. 263)

シナリオ: CloudWatch-Alarm

alarm* (p. 263)

シナリオ: CloudWatchInsightRule

insightrule* (p. 263)

CloudWatch メトリクスの異常検
PutAnomalyDetector
出モデルを作成または更新する
許可を付与。

書き込み

複合アラームを作成または更新
PutCompositeAlarm
する許可を付与。

書き込み

alarm* (p. 263)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)
cloudwatch:AlarmActions (p. 264)

PutDashboard

CloudWatch ダッシュボードを作
成したり、既存のダッシュボー
ド (存在する場合) を更新したり
する許可を付与。

書き込み

dashboard* (p. 263)

PutInsightRule

新しいインサイトルールを作成
したり、既存のインサイトルー
ルを置き換えるアクセス許可を
付与します。

書き込み

insightrule* (p. 263)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)

cloudwatch:requestInsightRuleLogGrou
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マネージド型インサイトルール
PutManagedInsightRules
を作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)

cloudwatch:requestManagedResourceA
PutMetricAlarm

アラームを作成または更新する
書き込み
アクセス許可を付与し、指定し
た Amazon CloudWatch メトリク
スに関連付けます。

alarm* (p. 263)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)
cloudwatch:AlarmActions (p. 264)

PutMetricData

メトリクスデータポイントを
Amazon CloudWatch に発行する
許可を付与。

書き込み

CloudWatch メトリックストリー
PutMetricStream ムを作成するアクセス許可を、
既存のメトリックストリームが
すでに存在する場合は、既存の
メトリックストリームを更新す
る許可を付与。

書き込み

SetAlarmState

テスト目的でアラームの状態を
一時的に設定する許可を付与。

書き込み

alarm* (p. 263)

指定したすべての CloudWatch
StartMetricStreams
メトリックストリームを開始す
る許可を付与。

書き込み

metricstream* (p. 263)

指定したすべての CloudWatch
StopMetricStreams
メトリックストリームを停止す
る許可を付与。

書き込み

metricstream* (p. 263)

TagResource

タグ付け

alarm (p. 263)

Amazon CloudWatch リソースに
タグを追加する許可を付与。

cloudwatch:namespace (p. 264)

metricstream* (p. 263)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)

insightrule (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 263)

シナリオ: CloudWatch-Alarm

alarm* (p. 263)

シナリオ: CloudWatchInsightRule

insightrule* (p. 263)

Amazon CloudWatch リソースか
UntagResource らタグを削除する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

insightrule (p. 263)
aws:TagKeys (p. 264)
シナリオ: CloudWatch-Alarm

alarm* (p. 263)

シナリオ: CloudWatchInsightRule

insightrule* (p. 263)

Amazon CloudWatch で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 259)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

alarm

arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:
${Account}:alarm:${AlarmName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 263)

dashboard

arn:${Partition}:cloudwatch::
${Account}:dashboard/${DashboardName}

insight-rule

arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:
${Account}:insight-rule/${InsightRuleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 263)

metric-stream

arn:${Partition}:cloudwatch:${Region}:
${Account}:metric-stream/${MetricStreamName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 263)

Amazon CloudWatch の条件キー
Amazon CloudWatch は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

定義されたアラームアクションに基づいてアクションをフィ
cloudwatch:AlarmActions
ルターします

ArrayOfString

オプションの名前空間値の存在に基づいてアクションをフィ
cloudwatch:namespace
ルタリングします。

文字列

インサイトルールで指定されたロググループに基づいてアク
cloudwatch:requestInsightRuleLogGroups
ションをフィルタリングします

ArrayOfString

マネージド型インサイトルールで指定されたリソース ARN
cloudwatch:requestManagedResourceARNs
によってアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

Amazon CloudWatch Application Insights のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon CloudWatch Application Insights (サービスプレフィックス: applicationinsights) では、IAM
許可ポリシーで使用できるように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudWatch Application Insights で定義されるアクション (p. 264)
• Amazon CloudWatch Application Insights で定義されるリソースタイプ (p. 266)
• Amazon CloudWatch Application Insights の条件キー (p. 266)

Amazon CloudWatch Application Insights で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
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以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースグループからアプリ
CreateApplication ケーションを作成する許可を付
与

Write

リソースグループからコンポー
CreateComponentネントを作成する許可を付与

Write

ログにパターンを作成する許可
CreateLogPattern を付与

Write

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

Write

コンポーネントを削除する許可
DeleteComponentを付与

Write

ログパターンを削除する許可を
DeleteLogPattern 付与

Write

アプリケーションを記述する許
DescribeApplication
可を付与

Read

コンポーネントを記述する許可
DescribeComponent
を付与

Read

コンポーネントの設定を記述す
DescribeComponentConfiguration
る許可を付与

Read

推奨されるアプリケーションコ
Read
DescribeComponentConfigurationRecommendation
ンポーネント設定を記述する許
可を付与
ログパターンを記述する許可を
DescribeLogPattern
付与

Read

観測を記述する許可を付与
DescribeObservation

Read

問題を記述する許可を付与

Read

DescribeProblem

問題内の観測を記述する許可を
DescribeProblemObservations
付与

Read

すべてのアプリケーションを一
ListApplications 覧表示する許可を付与

リスト

アプリケーションのコンポーネ
ListComponents ントを一覧表示する許可を付与

リスト

設定履歴を一覧表示する許可を
ListConfigurationHistory
付与

リスト

265

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CloudWatch Application Insights

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションのログパター
ListLogPatternSets
ンセットを一覧表示する許可を
付与

リスト

ログパターンを一覧表示する許
ListLogPatterns 可を付与

リスト

ListProblems

リスト

アプリケーション内の問題を一
覧表示する許可を付与

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

Read

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 266)
aws:TagKeys (p. 267)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

Write

コンポーネントを更新するアク
UpdateComponentセス許可の付与します

Write

コンポーネントの設定を更新す
UpdateComponentConfiguration
る許可を付与

Write

ログパターンを更新する許可を
UpdateLogPattern付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 267)

Amazon CloudWatch Application Insights で定義されるリソース
タイプ
Amazon CloudWatch Application Insights では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリ
ソース ARN の指定はサポートされていません。Amazon CloudWatch Application Insights へのアクセスを
許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon CloudWatch Application Insights の条件キー
Amazon CloudWatch Application Insights は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

Amazon CloudWatch Evidentlyのアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon CloudWatch Evidently（サービスプレフィックス: evidently）では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意
されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudWatch Evidentlyで定義されるアクション (p. 267)
• Amazon CloudWatch Evidentlyで定義されるリソースタイプ (p. 270)
• Amazon CloudWatch Evidentlyの条件キー (p. 271)

Amazon CloudWatch Evidentlyで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バッチ評価機能リクエストを送
BatchEvaluateFeature
信するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実験を作成する許可を付与
CreateExperiment

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)

CreateFeature

特徴を作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)

CreateLaunch

起動を作成するためのアクセス
許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)

CreateProject

プロジェクトを作成する許可を
付与。

書き込み

aws:RequestTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 271)
iam:GetRole
aws:TagKeys (p. 271)

セグメントを作成するアクセス
CreateSegment 許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)

実験を削除する許可を付与
DeleteExperiment

書き込み

Experiment* (p. 270)

DeleteFeature

特徴を削除する許可を付与

書き込み

Feature* (p. 270)

DeleteLaunch

起動を削除するためのアクセス
許可を付与

書き込み

Launch* (p. 270)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

Project* (p. 270)

セグメントを削除するアクセス
許可を付与

書き込み

Segment* (p. 271)

評価機能リクエストを送信する
EvaluateFeature アクセス許可を付与

書き込み

Feature* (p. 270)

GetExperiment 実験の詳細を取得する許可を付
与

読み込み

Experiment* (p. 270)

実験結果を作成する許可を付与
GetExperimentResults

読み込み

Experiment* (p. 270)

GetFeature

特徴の詳細を取得する許可を付
与

読み込み

Feature* (p. 270)

GetLaunch

起動の詳細を取得する許可を付
与

読み込み

Launch* (p. 270)

GetProject

プロジェクトの詳細を取得する
許可を付与

読み取り

Project* (p. 270)

DeleteSegment
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetSegment

セグメントの詳細を取得するア
クセス許可を付与

読み取り

実験を一覧表示する許可を付与

読み込み

ListFeatures

特徴を一覧表示する許可を付与

読み込み

ListLaunches

起動を一覧表示するためのアク
セス許可を付与

読み込み

ListProjects

プロジェクトを一覧表示する許
可を付与

読み取り

セグメントを参照するリソース
ListSegmentReferences
を一覧表示するアクセス許可を
付与

読み取り

ListSegments

セグメントを一覧表示するアク
セス許可を付与

読み取り

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

パフォーマンスイベントを送信
PutProjectEvents するアクセス許可を付与

書き込み

Project* (p. 270)

実験を開始する許可を付与

書き込み

Experiment* (p. 270)

起動を開始する許可を付与

書き込み

Launch* (p. 270)

実験を停止する許可を付与

書き込み

Experiment* (p. 270)

StopLaunch

起動を停止する許可を付与

書き込み

Launch* (p. 270)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

Experiment (p. 270)

ListExperiments

StartExperiment
StartLaunch
StopExperiment

依存アク
ション

Segment* (p. 271)

Feature (p. 270)
Launch (p. 270)
Project (p. 270)
Segment (p. 271)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)

セグメントパターンをテストす
TestSegmentPattern
るアクセス許可を付与

読み取り

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Feature (p. 270)
Launch (p. 270)
Project (p. 270)
Segment (p. 271)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 271)
aws:TagKeys (p. 271)
実験を更新する許可を付与
UpdateExperiment

書き込み

Experiment* (p. 270)

UpdateFeature 特徴を更新するアクセス許可を
付与

書き込み

Feature* (p. 270)

UpdateLaunch

起動を更新するためのアクセス
許可を付与

書き込み

Launch* (p. 270)

UpdateProject

プロジェクトを更新する許可を
付与

書き込み

Project* (p. 270)

プロジェクトデータデリバリー
UpdateProjectDataDelivery
を更新する許可を付与

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetRole

Project* (p. 270)

Amazon CloudWatch Evidentlyで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 267)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Project

arn:${Partition}:evidently:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 271)

Feature

arn:${Partition}:evidently:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/feature/
${FeatureName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 271)

Experiment

arn:${Partition}:evidently:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/
experiment/${ExperimentName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 271)

Launch

arn:${Partition}:evidently:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/launch/
${LaunchName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 271)
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リソースタイプ ARN

条件キー

Segment

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 271)

arn:${Partition}:evidently:${Region}:
${Account}:segment/${SegmentName}

Amazon CloudWatch Evidentlyの条件キー
Amazon CloudWatch Evidently は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
する許可を付与します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞
り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

IAM プリンシパルに代わってリクエストが渡されるタグに
よってアクセスをフィルタリングします。

文字列

IAM プリンシパルに代わってリクエストを行うリソースに関
連付けられているタグアクセスをフィルタリングします。

文字列

IAMプリンシパルに代わってリクエストで渡されるタグキー
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon CloudWatch Logs のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon CloudWatch Logs (サービスプレフィックス: logs) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudWatch Logs で定義されるアクション (p. 271)
• Amazon CloudWatch Logs で定義されるリソースタイプ (p. 275)
• Amazon CloudWatch Logs の条件キー (p. 276)

Amazon CloudWatch Logs で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。

271

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CloudWatch Logs

[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された AWS Key
AssociateKmsKeyManagement Service (AWS
KMS) のカスタマーマスターキー
(CMK) を指定されたロググルー
プに関連付ける許可を付与

Write

保留中または実行中の状態の場
CancelExportTask合、エクスポートタスクをキャ
ンセルする許可を付与

Write

ロググループから Amazon S3 バ
CreateExportTaskケットにデータを効率的にエク
スポートできる ExportTask を作
成する許可を付与

Write

ログ配信を作成する許可を付与
CreateLogDelivery
[アクセス許可
のみ]

Write

指定された名前で新しいロググ
CreateLogGroup ループを作成する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

指定された名前で新しいログス
CreateLogStream トリームを作成する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

指定した名前の宛先を削除する
DeleteDestination 許可を付与

Write

指定したログ配信のログ配信情
DeleteLogDelivery報を削除する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

指定した名前のロググループを
DeleteLogGroup 削除する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

ログストリームを削除する許可
DeleteLogStream を付与

Write

logstream* (p. 276)

指定したロググループに関連付
DeleteMetricFilter けられたメトリクスフィルター
を削除する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

保存された CloudWatch Logs
DeleteQueryDefinition
Insights のクエリ定義を削除する
許可を付与

Write

このアカウントからリソースポ
DeleteResourcePolicy
リシーを削除する許可を付与

経営へのア
クセス権

指定したロググループの保持ポ
DeleteRetentionPolicy
リシーを削除する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

指定したロググループに関連付
DeleteSubscriptionFilter
けられたサブスクリプションを
削除する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

リクエストを行う AWS アカウン
DescribeDestinations
ト に関連付けられているすべて
の送信先を返す許可を付与

リスト

リクエストを行う AWS アカウン
DescribeExportTasks
ト に関連付けられているエクス
ポートタスクを返す許可を付与

リスト

リクエストを行う AWS アカウン
DescribeLogGroups
ト に関連付けられているすべて
のロググループを返す許可を付
与

リスト

loggroup* (p. 276)

指定されたロググループに関連
DescribeLogStreams
付けられているすべてのログス
トリームを返す許可を付与

リスト

loggroup* (p. 276)

指定されたロググループに関連
DescribeMetricFilters
付けられているすべてのメトリ
クスフィルターを返す許可を付
与

リスト

loggroup* (p. 276)

このアカウントでスケジュー
リスト
DescribeQueries ルされている、実行されてい
る、または最近実行された
CloudWatch Logs Insights クエリ
のリストを返す許可を付与
保存した CloudWatch Logs
DescribeQueryDefinitions
Insights のクエリ定義のページ分
割されたリストを返す許可を付
与

リスト

このアカウントのすべてのリ
DescribeResourcePolicies
ソースポリシーを返す許可を付
与

リスト

指定されたロググループに関連
DescribeSubscriptionFilters
付けられているすべてのサブス
クリプションを返す許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたロググループから、
DisassociateKmsKey
関連付けられている AWS Key
Management Service (AWS
KMS) のカスタマーマスターキー
(CMK) の関連付けを解除する許
可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

指定されたロググループから、
FilterLogEvents オプションでフィルターパター
ンによってフィルタリングされ
たログイベントを取得する許可
を付与

Read

loggroup* (p. 276)

指定したログ配信のログ配信情
報を取得する許可を付与

Read

指定されたログストリームから
ログイベントを取得する許可を
付与

Read

logstream* (p. 276)

指定したロググループのログイ
GetLogGroupFields
ベントに含まれているフィール
ドのリストを、各フィールドが
含まれているログイベントの割
合と一緒に返す許可を付与

Read

loggroup* (p. 276)

GetLogRecord

1 つのログイベントのすべての
フィールドおよび値を取得する
許可を付与

Read

指定されたクエリの結果を返す
GetQueryResults 許可を付与

Read

指定したアカウント/ログソース
ListLogDeliveries のすべてのログ配信を一覧表示
[アクセス許可
する許可を付与
のみ]

リスト

指定したロググループのタグを
ListTagsLogGroup一覧表示する許可を付与

リスト

PutDestination

送信先を作成または更新する許
可を付与

Write

既存の送信先に関連付けられた
PutDestinationPolicy
アクセスポリシーを作成または
更新する許可を付与

Write

PutLogEvents

Write

GetLogDelivery
[アクセス許可
のみ]
GetLogEvents

ログイベントのバッチを指定
されたログストリームにアップ
ロードする許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutMetricFilter

メトリクスフィルターの作成や
更新、またはそれを指定された
ロググループに関連付ける許可
を付与

Write

クエリ定義を作成または更新す
PutQueryDefinitionる許可を付与

Write

他の AWS サービスがログイベン
PutResourcePolicy
トをこのアカウントに入れるこ
とを許可するリソースポリシー
を作成または更新する許可を付
与

経営へのア
クセス権

指定されたロググループの保持
PutRetentionPolicy
期間を設定する許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

サブスクリプションフィルター
PutSubscriptionFilter
の作成や更新、およびそれを指
定されたロググループに関連付
ける許可を付与

Write

loggroup* (p. 276)

loggroup* (p. 276)

iam:PassRole

destination (p. 276)

StartQuery

CloudWatch Logs Insights を使用 Read
してロググループのクエリをス
ケジュールする許可を付与

StopQuery

進行中の CloudWatch Logs
Insights クエリを停止する許可を
付与

Read

TagLogGroup

指定したロググループの指定し
たタグを追加または更新する許
可を付与

タグ付け

ログイベントメッセージのサン
プルに対してメトリクスフィル
ターのフィルターパターンをテ
ストする許可を付与

Read

TestMetricFilter

依存アク
ション

指定されたグループから指定さ
UntagLogGroup れたリソースを削除する許可を
付与

タグ付け

指定したログ配信のログ配信情
UpdateLogDelivery
報を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

loggroup* (p. 276)

loggroup* (p. 276)

loggroup* (p. 276)

Amazon CloudWatch Logs で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 271)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

log-group

arn:${Partition}:logs:${Region}:
${Account}:log-group:${LogGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 276)

log-stream

arn:${Partition}:logs:${Region}:
${Account}:log-group:${LogGroupName}:logstream:${LogStreamName}

destination

arn:${Partition}:logs:${Region}:
${Account}:destination:${DestinationName}

Amazon CloudWatch Logs の条件キー
Amazon CloudWatch Logs は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義する
許可を付与。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}

説明

タイプ

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

AWS CloudWatch RUMのアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS CloudWatch RUM (サービスプレフィックス: rum) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWSCloudWatch RUMで定義されたアクション (p. 276)
• AWS CloudWatch RUMで定義されるリソースタイプ (p. 278)
• AWSCloudWatch RUMの条件キー (p. 278)

AWSCloudWatch RUMで定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションモニター メタ
CreateAppMonitorデータを作成する権限を付与し
ます。

書き込み

依存アク
ション

AppMonitorResource* (p. 278)
iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetRole
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 278)
aws:TagKeys (p. 278)

アプリケーションモニター メタ
DeleteAppMonitorデータを削除する権限を付与し
ます。

書き込み

AppMonitorResource* (p. 278)

GetAppMonitor アプリケーションモニター メタ
データを取得する権限を付与し
ます。

読み取り

AppMonitorResource* (p. 278)

AppMonitor データを取得するア
GetAppMonitorData
クセス許可を付与します

読み取り

AppMonitorResource* (p. 278)

アプリケーションモニター メタ
ListAppMonitors データを一覧表示する権限を付
与します。

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与します。

読み取り

PutRumEvents アプリケーションモニター の
RUM イベントを取得するアクセ
ス許可を付与します。

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します。

AppMonitorResource* (p. 278)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 278)
aws:TagKeys (p. 278)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与します。

タグ付け

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 278)
aws:TagKeys (p. 278)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションモニター メタ
UpdateAppMonitorデータを更新する権限を付与し
ます。

書き込み

依存アク
ション

AppMonitorResource* (p. 278)
iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetRole

AWS CloudWatch RUMで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 276)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:rum:${Region}:
AppMonitorResource
${Account}:appmonitor/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 278)

AWSCloudWatch RUMの条件キー
AWS CloudWatch RUM は、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義する許可
を付与します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

IAM プリンシパルに代わってリクエストが渡されるタグに
よってアクセスをフィルタリングします。

文字列

IAM プリンシパルに代わってリクエストを行うリソースに関
連付けられているタグアクセスをフィルタリングします。

文字列

IAMプリンシパルに代わってリクエストで渡されるタグキー
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon CloudWatch Synthetics のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon CloudWatch Synthetics（サービスプレフィックス: synthetics）では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CloudWatch Synthetics で定義されるアクション (p. 279)
• Amazon CloudWatch Synthetics で定義されるリソースタイプ (p. 282)
• Amazon CloudWatch Synthetics の条件キー (p. 282)

Amazon CloudWatch Synthetics で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースをグループに関連付け
AssociateResource
るアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

group* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

CreateCanary

Canary を作成するアクセス権限
を付与します

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

CreateGroup

グループを作成するアクセス許
可を付与します

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

DeleteCanary

Canary を削除するためのアクセ
ス許可を付与します。Amazon
Synthetics は、Lambda 関数と
CloudWatch アラーム (作成した
場合) 以外のすべてのリソースを
削除します
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canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
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aws:TagKeys (p. 282)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteGroup

グループを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

group* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

すべての Canary の情報を一覧表
DescribeCanaries示するアクセス権限を付与しま
す

読み込み

synthetics:Names (p. 282)

すべての Canary に関連付けられ
DescribeCanariesLastRun
ている最後のテスト実行に関す
る情報を一覧表示するアクセス
権限を付与します

読み込み

synthetics:Names (p. 282)

Synthetics Canary ランタイム
DescribeRuntimeVersions
バージョンに関する情報を一覧
表示するためのアクセス許可を
付与します

読み取り

グループのリソースとの関連付
DisassociateResource
けを解除するアクセス許可を付
与

書き込み

group* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

GetCanary

Canary の詳細を表示するアクセ
ス許可を付与

読み取り

canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

Canary に関連付けられたすべて
GetCanaryRuns のテスト実行に関する情報を一
覧表示するアクセス権限を付与
します

読み取り

canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

GetGroup

グループの詳細を表示するアク
セス許可を付与

読み取り

group* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

関連付けられた canary のグルー
ListAssociatedGroups
プに関する情報を一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

グループ内の canary に関する情
ListGroupResources
報を一覧表示するアクセス許可
を付与

リスト

依存アク
ション

group* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

ListGroups

すべてのグループの情報を一覧
表示するアクセス許可を付与

リスト

リソースに関連付けられたすべ
ListTagsForResource
てのタグと値を一覧表示するア
クセス許可を付与

読み取り

StartCanary

書き込み

Amazon CloudWatch Synthetics
がウェブサイトのモニタリング
を開始するように Canary を開始
するアクセス権限を付与します

canary (p. 282)
group (p. 282)
canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

StopCanary

Canary を停止するアクセス権限
を付与します

書き込み

canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

TagResource

リソースに 1 つ以上のタグを追
加する許可を付与します。

タグ付け

canary (p. 282)
group (p. 282)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与します。

タグ付け

canary (p. 282)
group (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)

UpdateCanary

Canary を更新するアクセス権限
を付与します

書き込み

canary* (p. 282)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)
aws:TagKeys (p. 282)
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Amazon CloudWatch Synthetics で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 279)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

canary

arn:${Partition}:synthetics:${Region}:
${Account}:canary:${CanaryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)

group

arn:${Partition}:synthetics:${Region}:
${Account}:group:${GroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 282)

Amazon CloudWatch Synthetics の条件キー
Amazon CloudWatch Synthetics では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

synthetics:Names

Canary 名に基づいて、アクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}

AWS CodeArtifact のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CodeArtifact (サービスプレフィックス: codeartifact) では、IAM 許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS CodeArtifact で定義されるアクション (p. 283)
• AWS CodeArtifact で定義されるリソースタイプ (p. 286)
• AWS CodeArtifact の条件キー (p. 286)

AWS CodeArtifact で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リポジトリに外部接続を追加す
AssociateExternalConnection
る許可を付与

Write

repository* (p. 286)

既存のリポジトリをアップスト
AssociateWithDownstreamRepository
リームリポジトリとして別のリ
ポジトリに関連付けるアクセス
許可を付与します

書き込み

repository* (p. 286)

あるリポジトリから同じドメイ
CopyPackageVersions
ン内の別のリポジトリにパッ
ケージバージョンをコピーする
許可を付与

書き込み

package* (p. 286)

CreateDomain

Write

新しいドメインを作成する許可
を付与

依存アク
ション

repository* (p. 286)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 286)
aws:TagKeys (p. 287)

新しいリポジトリを作成する許
CreateRepository 可を付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 286)
aws:TagKeys (p. 287)

DeleteDomain

ドメインを削除する許可を付与

Write

domain* (p. 286)

ドメイン上のリソースポリシー
DeleteDomainPermissionsPolicy
セットを削除する許可を付与

Permissions domain* (p. 286)
management

パッケージのバージョンを削除
DeletePackageVersions
する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リポジトリを削除する許可を付
DeleteRepository 与

Write

repository* (p. 286)

リポジトリ上のリソースポリ
DeleteRepositoryPermissionsPolicy
シーセットを削除する許可を付
与

Permissions repository* (p. 286)
management

ドメインに関する情報を返すア
DescribeDomain クセス許可を付与します

読み取り

domain* (p. 286)

パッケージに関する情報を取得
DescribePackage する許可を付与

読み取り

package* (p. 286)

パッケージのバージョンに関す
DescribePackageVersion
る情報を返すアクセス許可を付
与します

Read

package* (p. 286)

リポジトリに関する詳細情報を
DescribeRepository
返すアクセス許可を付与します

Read

repository* (p. 286)

リポジトリからの外部接続の関
DisassociateExternalConnection
連付けを解除する許可を付与

Write

repository* (p. 286)

パッケージのバージョンのス
DisposePackageVersions
テータスを廃棄に設定し、ア
セットを削除する許可を付与

Write

package* (p. 286)

ドメイン内のリポジトリにアク
GetAuthorizationToken
セスするための一時認証トーク
ンを生成する許可を付与

Read

domain* (p. 286)

ドメインのリソースポリシーを
GetDomainPermissionsPolicy
返すアクセス許可を付与します

Read

domain* (p. 286)

パッケージのバージョンの一部
Read
GetPackageVersionAsset
であるアセット (またはファイル)
を返すアクセス許可を付与しま
す

package* (p. 286)

パッケージのバージョンの
GetPackageVersionReadme
readme ファイルを返すアクセス
許可を付与します

Read

package* (p. 286)

リポジトリのエンドポイントを
GetRepositoryEndpoint
返すアクセス許可を付与します

Read

repository* (p. 286)

リポジトリのリソースポリシー
GetRepositoryPermissionsPolicy
を返すアクセス許可を付与しま
す

Read

repository* (p. 286)

ListDomains

リスト

現在のユーザーの AWS アカウン
ト のドメインを一覧表示する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パッケージのバージョンのア
ListPackageVersionAssets
セットを一覧表示する許可を付
与

リスト

package* (p. 286)

パッケージバージョンの直接の
ListPackageVersionDependencies
依存関係を一覧表示する許可を
付与

リスト

package* (p. 286)

パッケージのバージョンを一覧
ListPackageVersions
表示する許可を付与

リスト

package* (p. 286)

ListPackages

リポジトリ内のパッケージを一
覧表示する許可を付与

リスト

repository* (p. 286)

呼び出し元アカウントによって
ListRepositories 管理されているリポジトリを一
覧表示する許可を付与

リスト

ドメイン内のリポジトリを一覧
ListRepositoriesInDomain
表示する許可を付与

リスト

domain* (p. 286)

CodeArtifact リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する権限を付与します

リスト

domain (p. 286)

リポジトリエンドポイントにア
PublishPackageVersion
セットとメタデータを公開する
許可を付与

Write

package* (p. 286)

リソースポリシーをドメインに
PutDomainPermissionsPolicy
アタッチする許可を付与

Write

domain* (p. 286)

リポジトリエンドポイントを使
PutPackageMetadata
用してパッケージメタデータを
追加、変更、または削除する許
可を付与

書き込み

package* (p. 286)

パッケージのオリジン設定を行
PutPackageOriginConfiguration
う許可を付与

書き込み

package* (p. 286)

リソースポリシーをリポジトリ
PutRepositoryPermissionsPolicy
にアタッチする許可を付与

Write

repository* (p. 286)

リポジトリエンドポイントから
ReadFromRepository
パッケージアセットとメタデー
タを返すアクセス許可を付与し
ます

Read

repository* (p. 286)

TagResource

タグ付け

domain (p. 286)

CodeArtifact リソースにタグを付
ける権限を付与します

依存アク
ション

repository (p. 286)

repository (p. 286)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 286)
aws:TagKeys (p. 287)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CodeArtifact リソースからタグを
UntagResource 削除する権限を付与します

タグ付け

依存アク
ション

domain (p. 286)
repository (p. 286)
aws:TagKeys (p. 287)

パッケージの 1 つ以上のバー
UpdatePackageVersionsStatus
ジョンのステータスを変更する
許可を付与

Write

package* (p. 286)

リポジトリのプロパティを変更
UpdateRepositoryする許可を付与

Write

repository* (p. 286)

AWS CodeArtifact で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 283)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

domain

arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:
${Account}:domain/${DomainName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 287)

repository

arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:
${Account}:repository/${DomainName}/
${RepositoryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 287)

package

arn:${Partition}:codeartifact:${Region}:
${Account}:package/${DomainName}/
${RepositoryName}/${PackageFormat}/
${PackageNamespace}/${PackageName}

AWS CodeArtifact の条件キー
AWS CodeArtifact では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

AWS CodeBuild のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CodeBuild (サービスプレフィックス: codebuild) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeBuild で定義されるアクション (p. 287)
• AWS CodeBuild で定義されるリソースタイプ (p. 293)
• AWS CodeBuild の条件キー (p. 293)

AWS CodeBuild で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つまたは複数のテーブルを削除
BatchDeleteBuildsするアクセス許可を付与
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書き込み

project* (p. 293)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つまたは複数のビルドバッチに
BatchGetBuildBatches
関する情報を取得するアクセス
許可を付与

読み込み

project* (p. 293)

1 つまたは複数のビルドの情報を
取得するアクセス許可を付与

読み込み

project* (p. 293)

1 つまたは複数のビルドプロジェ
BatchGetProjects クトに関する情報を取得するア
クセス許可を付与

読み込み

project* (p. 293)

入力 reportGroupArns パラメー
BatchGetReportGroups
タによって指定されている
ReportGroup オブジェクトの配
列を返すアクセス許可を付与

読み込み

reportgroup* (p. 293)

入力 reportArns パラメータに
BatchGetReports よって指定されている Report オ
ブジェクトの配列を返すアクセ
ス許可を付与

読み込み

reportgroup* (p. 293)

レポートに関する情報を追加ま
BatchPutCodeCoverages
たは更新するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

reportgroup* (p. 293)

レポートに関する情報を追加ま
BatchPutTestCases
たは更新するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

reportgroup* (p. 293)

CreateProject

書き込み

project* (p. 293)

BatchGetBuilds

ビルドプロジェクトを作成する
アクセス許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 293)
aws:TagKeys (p. 293)

CreateReport
[アクセス許可
のみ]

レポートを作成するアクセス許
可を付与 レポートは、レポート
グループの buildspec ファイルで
指定されたテストがプロジェク
トのビルド中に実行されるとき
に作成されます。

レポートグループを作成するア
CreateReportGroup
クセス許可を付与

書き込み

reportgroup* (p. 293)

書き込み

reportgroup* (p. 293)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 293)
aws:TagKeys (p. 293)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ウェブフックを作成するアクセ
CreateWebhook ス許可を付与 ソースコードが
GitHub もしくは Bitbucket リポ
ジトリに保存されている既存の
AWS CodeBuild ビルドプロジェ
クトに対して、コード変更がリ
ポジトリにプッシュされるたび
に AWS CodeBuild がソースコー
ドの再構築を開始できるように
します。

書き込み

project* (p. 293)

ビルドバッチを削除するアクセ
DeleteBuildBatch ス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

接続されたサードパーティーの
DeleteOAuthToken
OAuth プロバイダーから OAuth
[アクセス許可
トークンを削除するアクセス許
のみ]
可を付与 AWS CodeBuild コン
ソールでのみ使用されます。

書き込み

DeleteProject

ビルドプロジェクトを削除する
アクセス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

DeleteReport

レポートを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

reportgroup* (p. 293)

レポートグループを削除するア
DeleteReportGroup
クセス許可を付与

書き込み

reportgroup* (p. 293)

関連付けられたプロジェクトま
DeleteResourcePolicy
たはレポートグループのリソー
スポリシーを削除するアクセス
許可を付与

経営へのア project (p. 293)
クセス権
reportgroup (p. 293)

GitHub、GitHub Enterprise、ま
DeleteSourceCredentials
たは Bitbucket のソース認証情報
のセットを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

ウェブフックを削除するアクセ
DeleteWebhook ス許可を付与 ソースコードが
GitHubもしくは Bitbucket リポ
ジトリに保存されている既存の
AWS CodeBuild ビルドプロジェ
クトに対して、コード変更がリ
ポジトリにプッシュされるたび
に AWS CodeBuild がソースコー
ドを再構築するのを停止しま
す。

書き込み

project* (p. 293)

CodeCoverage オブジェクトの
DescribeCodeCoverages
配列を返すアクセス許可を付与

読み込み

reportgroup* (p. 293)

TestCase オブジェクトの配列を
DescribeTestCases
返すアクセス許可を付与

読み込み

reportgroup* (p. 293)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたレポートグループの
GetReportGroupTrend
テストレポートのテストレポー
ト値を分析し蓄積するアクセス
許可を付与

読み込み

reportgroup* (p. 293)

指定したプロジェクトもしくは
GetResourcePolicy
レポートグループのリソースポ
リシーを返すアクセス許可を付
与

読み込み

project (p. 293)
reportgroup (p. 293)

ソースコードが GitHub、GitHub 書き込み
ImportSourceCredentials
Enterprise、または Bitbucket リ
ポジトリに保存されている AWS
CodeBuild プロジェクトのソース
リポジトリ認証情報をインポー
トするアクセス許可を付与
プロジェクトのキャッシュをリ
InvalidateProjectCache
セットするアクセス許可を付与

書き込み

ビルドバッチ ID のリストを取得
ListBuildBatches するアクセス許可を付与ビルド
バッチ ID はそれぞれ、1 つのビ
ルドバッチを表します

リスト

指定されたビルドプロジェクト
ListBuildBatchesForProject
のビルドバッチ ID のリストを取
得するアクセス許可を付与ビル
ドバッチ ID はそれぞれ、1 つの
ビルドバッチを表します

リスト

ListBuilds

ビルド ID のリストを取得するア
クセス許可を付与ビルド ID はそ
れぞれ、1 つのビルドを表します

リスト

指定されたビルドプロジェクト
ListBuildsForProject
のビルド ID のリストを取得する
アクセス許可を付与ビルド ID は
それぞれ、1 つのビルドを表しま
す

リスト

接続されたサードパーティーの
リスト
ListConnectedOAuthAccounts
OAuth プロバイダーを一覧表示
[アクセス許可
するアクセス許可を付与 AWS
のみ]
CodeBuild コンソールでのみ使用
されます。
AWS CodeBuild によって管理さ
ListCuratedEnvironmentImages
れる Docker イメージに関する情
報を取得するアクセス許可を付
与
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project* (p. 293)

project* (p. 293)

project* (p. 293)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListProjects

ビルドプロジェクト名のリスト
を取得するアクセス許可を付与
ビルドプロジェクト名はそれぞ
れ、1 つのビルドプロジェクトを
表します

リスト

レポートグループ ARN のリスト
ListReportGroups を返すアクセス許可を付与 各レ
ポートグループ ARN は 1 つのレ
ポートグループを表します。

リスト

ListReports

レポート ARN のリストを返す
アクセス許可を付与 各レポート
ARN は 1 つのレポートを表しま
す。

リスト

指定したレポートグループに属
ListReportsForReportGroup
するレポート ARN のリストを返
すアクセス許可を付与 各レポー
ト ARN は 1 つのレポートを表し
ます。

リスト

接続されているサードパー
ListRepositories ティーの OAuth プロバイダー
[アクセス許可
のソースコードリポジトリを一
のみ]
覧表示するアクセス許可を付与
AWS CodeBuild コンソールでの
み使用されます。

リスト

リクエスタと共有されているプ
ListSharedProjectsロジェクト ARN のリストを返す
アクセス許可を付与 各プロジェ
クト ARN は 1 つのプロジェクト
を表します。

リスト

リクエスタと共有されているレ
ListSharedReportGroups
ポートグループ ARN のリスト
を返すアクセス許可を付与 各レ
ポートグループ ARN は 1 つのレ
ポートグループを表します。

リスト

SourceCredentialsInfo オブジェ
ListSourceCredentials
クトのリストを返すアクセス許
可を付与

リスト

接続されたサードパーティー
PersistOAuthToken
の OAuth プロバイダーからの
[アクセス許可
OAuth トークンを保存するアク
のみ]
セス許可を付与 AWS CodeBuild
コンソールでのみ使用されま
す。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

関連付けられたプロジェクトま
PutResourcePolicy
たはレポートグループのリソー
スポリシーを作成するアクセス
許可を付与

経営へのア project (p. 293)
クセス権
reportgroup (p. 293)

RetryBuild

ビルドを再試行するアクセス許
可を付与

書き込み

project* (p. 293)

ビルドバッチを再試行するアク
RetryBuildBatch セス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

StartBuild

ビルドの実行を開始するアクセ
ス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

ビルドバッチの実行を開始する
アクセス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

ビルドの実行停止を試みるアク
セス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

ビルドバッチの実行停止を試み
るアクセス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)

既存のビルドプロジェクトの設
定を変更するアクセス許可を付
与

書き込み

project* (p. 293)

StartBuildBatch
StopBuild

StopBuildBatch
UpdateProject

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 293)
aws:TagKeys (p. 293)

プロジェクトおよびそのビルド
UpdateProjectVisibility
の公開可視性を変更するアクセ
ス許可を付与

書き込み

project* (p. 293)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 293)
aws:TagKeys (p. 293)

UpdateReport
[アクセス許可
のみ]

レポートに関する情報を更新す
るアクセス許可を付与

書き込み

reportgroup* (p. 293)

既存のレポートグループの設定
UpdateReportGroup
を変更するアクセス許可を付与

書き込み

reportgroup* (p. 293)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 293)
aws:TagKeys (p. 293)

AWS CodeBuild ビルドプロジェ
UpdateWebhook クトに関連付けられているウェ
ブフックを更新するアクセス許
可を付与
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AWS CodeBuild で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 287)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

build

arn:${Partition}:codebuild:${Region}:
${Account}:build/${BuildId}

build-batch

arn:${Partition}:codebuild:${Region}:
${Account}:build-batch/${BuildBatchId}

project

arn:${Partition}:codebuild:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 293)

report-group

arn:${Partition}:codebuild:${Region}:
${Account}:report-group/${ReportGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 293)

report

arn:${Partition}:codebuild:${Region}:
${Account}:report/${ReportGroupName}:
${ReportId}

AWS CodeBuild の条件キー
AWS CodeBuild は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS CodeCommit のアクション、リソース、および
条件キー
AWS CodeCommit (サービスプレフィックス: codecommit) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeCommit で定義されるアクション (p. 294)
• AWS CodeCommit で定義されるリソースタイプ (p. 302)
• AWS CodeCommit の条件キー (p. 302)

AWS CodeCommit で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

承認ルールテンプレートをリポ
AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository
ジトリに関連付けるアクセス許
可を付与

Write

repository* (p. 302)

1 回のオペレーションで複数の
Write
BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories
リポジトリに承認ルールテンプ
レートを関連付けるアクセス許
可を付与

repository* (p. 302)

3 方向マージオプションまたは
BatchDescribeMergeConflicts
スカッシュマージオプションを
使用して 2 つのコミットをマー
ジしようとしたときに、複数の
マージ競合に関する情報を取得
する許可を付与。

repository* (p. 302)

Read

1 回のオペレーションで承認ルー 書き込み
BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories
ルテンプレートと複数のリポジ
トリ間の関連付けを削除する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS CodeCommit リポジトリの
BatchGetCommits1 つ以上のコミットに関する情報
を取得する許可を付与

読み取り

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリの
BatchGetPullRequests
1 つまたは複数のプルリクエスト
[アクセス許可
に関する情報を返すアクセス許
のみ]
可を付与

Read

repository* (p. 302)

複数のリポジトリに関する情報
BatchGetRepositories
を取得する許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

AWS CodePipeline のパイプライ
CancelUploadArchive
ンへのアーカイブのアップロー
[アクセス許可
ドをキャンセルする許可を付与
のみ]

Read

repository* (p. 302)

承認ルールテンプレートを作成
CreateApprovalRuleTemplate
する許可を付与。このテンプ
レートで定義された条件と一致
するプル要求で承認ルールを自
動的に作成します。個々のプル
リクエストの承認ルールを作成
するアクセス許可は付与されま
せん

Write

CreateBranch

この API を使用して AWS
CodeCommit リポジトリ内にブ
ランチを作成する (ただし Git の
ブランチ作成アクションは管理
しない) アクセス許可を付与

書き込み

AWS CodeCommit リポジトリ
のブランチに含まれる 1 つ以上
のファイルを追加、コピー、移
動、または更新し、指定された
ブランチで変更のコミットを生
成する許可を付与

書き込み

CreateCommit

依存アク
ション

repository* (p. 302)
codecommit:References (p. 303)

repository* (p. 302)
codecommit:References (p. 303)

指定されたリポジトリにプルリ
CreatePullRequestクエストを作成する許可を付
与。

Write

repository* (p. 302)

個々のプルリクエストに固有の
CreatePullRequestApprovalRule
承認ルールを作成する許可を付
与。承認ルールテンプレートを
作成するアクセス許可は付与し
ません。

Write

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリを
CreateRepository 作成する許可を付与

Write

repository* (p. 302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 303)
aws:TagKeys (p. 303)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

3 方向またはスカッシュマージ
CreateUnreferencedMergeCommit
オプションを使用して 2 つの
コミットをマージした結果を含
む、参照されていないコミット
を作成する (ただし Git マージア
クションは管理しない) アクセス
許可を付与

Write

承認ルールテンプレートを削除
DeleteApprovalRuleTemplate
する許可を付与

Write

DeleteBranch

Write

この API を使用して AWS
CodeCommit リポジトリ内のブ
ランチを削除する (ただし Git の
ブランチ削除アクションは管理
しない) アクセス許可を付与

repository* (p. 302)
codecommit:References (p. 303)

repository* (p. 302)
codecommit:References (p. 303)

リポジトリ内の変更、ファイ
DeleteCommentContent
ル、またはコミットに対するコ
メントの内容を削除する許可を
付与。

Write

repository* (p. 302)

DeleteFile

指定されたブランチから指定さ
れたファイルを削除する許可を
付与。

Write

repository* (p. 302)

ルールが承認ルールテンプレー
DeletePullRequestApprovalRule
トによって作成されなかった場
合に、プルリクエストに対して
作成された承認ルールを削除す
る許可を付与

Write

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリを
DeleteRepository 削除する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

3 方向またはスカッシュマージ
DescribeMergeConflicts
オプションを使用して 2 つのコ
ミットをマージしようとしたと
きに、特定のマージ競合に関す
る情報を取得する許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

1 つ以上のプルリクエストイベン
DescribePullRequestEvents
トに関する情報を返すアクセス
許可を付与

Read

repository* (p. 302)

承認規則テンプレートとリポジ
Write
DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository
トリ間の関連付けを削除する許
可を付与

repository* (p. 302)

現在の承認状態と承認ルールの
EvaluatePullRequestApprovalRules
要件に基づいて、プルリクエス
トがマージ可能かどうかを評価
する許可を付与

repository* (p. 302)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

承認ルールテンプレートに関す
GetApprovalRuleTemplate
る情報を返すアクセス許可を付
与

Read

GetBlob

AWS CodeCommit コンソールの
AWS CodeCommit リポジトリに
ある個々のファイルのエンコー
ドされた内容を表示する許可を
付与

Read

repository* (p. 302)

GetBranch

この API を使用して AWS
CodeCommit リポジトリ内のブ
ランチに関する詳細を取得する
(ただし Git のブランチに対する
アクションは管理しない) アクセ
ス許可を付与

Read

repository* (p. 302)

GetComment

リポジトリ内の変更、ファイ
ル、またはコミットに対するコ
メントの内容を取得する許可を
付与。

Read

repository* (p. 302)

コメントに対する反応を取得す
GetCommentReactions
る許可を付与

Read

repository* (p. 302)

2 つのコミットの比較についての
GetCommentsForComparedCommit
コメントに関する情報を取得す
る許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

プルリクエストについてのコメ
GetCommentsForPullRequest
ントを取得する許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

GetCommit

Read

repository* (p. 302)

リポジトリでのコミットの履歴
GetCommitHistoryに関する情報を取得する許可を
[アクセス許可
付与。
のみ]

Read

repository* (p. 302)

潜在的なマージのコンテキスト
GetCommitsFromMergeBase
におけるコミット間の違いに
[アクセス許可
関する情報を取得する許可を付
のみ]
与。

Read

repository* (p. 302)

GetDifferences 有効なコミット指定子 (ブラン
チ、タグ、HEAD、コミット
ID、または他の完全修飾参照) 間
の違いに関する情報を表示する
許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

この API を使用して、コミッ
トメッセージやコミット情報な
ど、コミットに関する情報を返
す (ただし Git のログアクション
は管理しない) アクセス許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetFile

指定されたファイルとそのメタ
データの base-64 エンコードコ
ンテンツを返すアクセス許可を
付与

Read

repository* (p. 302)

GetFolder

リポジトリ内の指定されたフォ
ルダの内容を返すアクセス許可
を付与

Read

repository* (p. 302)

マージコミットを作成するプル
GetMergeCommit リクエストのいずれかのマー
ジオプションによって作成さ
れたマージコミットに関する情
報を取得する許可を付与。すべ
てのマージオプションがマージ
コミットを作成するわけではあ
りません。このアクセス許可で
は、Git マージアクションを管理
できません。

Read

repository* (p. 302)

リポジトリ内のプルリクエスト
GetMergeConflictsについて、前後のコミット ID 間
のマージ競合に関する情報を返
すアクセス許可を付与

Read

repository* (p. 302)

2 つのコミットをマージするため
GetMergeOptions に使用できるプルリクエストの
マージオプションに関する情報
を取得する (ただし Git マージア
クションは管理しない) アクセス
許可を付与

Read

repository* (p. 302)

BLOB、ツリー、コミットをそれ
GetObjectIdentifierらの識別子に解決する許可を付
[アクセス許可
与。
のみ]

Read

repository* (p. 302)

指定されたリポジトリ内のプル
GetPullRequest リクエストに関する情報を取得
する許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

入力されたプルリクエストに対
GetPullRequestApprovalStates
する現在の承認を取得する許可
を付与

Read

repository* (p. 302)

指定されたプルリクエストの現
GetPullRequestOverrideState
在のオーバーライド状態を取得
する許可を付与

Read

repository* (p. 302)

GetReferences AWS CodeCommit リポジトリ内
[アクセス許可
の参照に関する詳細を取得する
のみ]
(ただし Git 参照アクションは管
理しない) アクセス許可を付与

Read

repository* (p. 302)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetRepository

AWS CodeCommit リポジトリに
関する情報を取得する許可を付
与

Read

repository* (p. 302)

リポジトリのために設定された
GetRepositoryTriggers
トリガーに関する情報を取得す
る許可を付与。

Read

repository* (p. 302)

GetTree [アク
セス許可のみ]

AWS CodeCommit コンソールか
ら、AWS CodeCommit リポジト
リ内の指定されたツリーの内容
を表示する許可を付与

Read

repository* (p. 302)

AWS CodePipeline のパイプライ
GetUploadArchiveStatus
ンへのアーカイブのアップロー
[アクセス許可
ドに関するステータス情報を取
のみ]
得する許可を付与

Read

repository* (p. 302)

GitPull [アクセ
ス許可のみ]

AWS CodeCommit リポジトリの
情報をローカルリポジトリにプ
ルする許可を付与

Read

repository* (p. 302)

GitPush [アク
セス許可のみ]

ローカルリポジトリにある情報
Write
を AWS CodeCommit リポジトリ
にプッシュする許可を付与

repository* (p. 302)

AWS アカウント の AWS リー
ListApprovalRuleTemplates
ジョン のすべての承認ルールテ
ンプレートを一覧表示する許可
を付与

codecommit:References (p. 303)

リスト

リポジトリに関連付けられた承
リスト
ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository
認規則テンプレートを一覧表示
する許可を付与

repository* (p. 302)

ListBranches

リスト

repository* (p. 302)

指定されたリポジトリのプルリ
ListPullRequests クエストを一覧表示する許可を
付与。

リスト

repository* (p. 302)

AWS アカウント アカウントの
ListRepositories 現在のリージョンにある AWS
CodeCommit リポジトリに関す
る情報を一覧表示する許可を付
与

リスト

承認ルールテンプレートに関連
ListRepositoriesForApprovalRuleTemplate
付けられているリポジトリを一
覧表示する許可を付与

リスト

この API を使用して AWS
CodeCommit リポジトリのブラ
ンチを一覧表示する (ただし Git
のブランチに対するアクション
は管理しない) アクセス許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CodeCommit リソースの ARN に
ListTagsForResource
アタッチされているリソースを
一覧表示する許可を付与。

リスト

repository (p. 302)

早送りマージオプションを使用
MergeBranchesByFastForward
して 2 つのコミットを指定され
た送信先ブランチにマージする
許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

スカッシュマージオプションを
MergeBranchesBySquash
使用して 2 つのコミットを指定
された送信先ブランチにマージ
する許可を付与。

Write

3 方向マージオプションを使用し
MergeBranchesByThreeWay
て 2 つのコミットを指定された
送信先ブランチにマージする許
可を付与。

Write

プルリクエストを閉じ、早送り
MergePullRequestByFastForward
マージオプションを使用して、
指定されたコミットでそのプル
リクエスト用に指定された送信
先ブランチにマージするよう試
みるアクセス許可を付与

Write

プルリクエストを閉じ、スカッ
MergePullRequestBySquash
シュマージオプションを使用し
て、指定されたコミットでその
プルリクエスト用に指定された
送信先ブランチにマージするよ
う試みるアクセス許可を付与

Write

プルリクエストを閉じ、3 方向
MergePullRequestByThreeWay
マージオプションを使用して、
指定されたコミットでそのプル
リクエスト用に指定された送信
先ブランチにマージするよう試
みるアクセス許可を付与

Write

テンプレートによって作成され
OverridePullRequestApprovalRules
た承認ルールを含む、プル要求
のすべての承認ルールを上書き
する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

2 つのコミットの比較に対するコ
PostCommentForComparedCommit
メントを投稿する許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

プルリクエストについてのコメ
PostCommentForPullRequest
ントを投稿する許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

コミット間の比較またはプルリ
PostCommentReply
クエストに対するコメントに返
答する形でコメントを投稿する
許可を付与。

Write

repository* (p. 302)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コメントに反応を投稿する許可
PutCommentReaction
を付与

Write

repository* (p. 302)

PutFile

ユーザーに対し、AWS
CodeCommit リポジトリのブラ
ンチ内でファイルを追加または
更新し、指定されたブランチに
追加するためのコミットを生成
する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

リポジトリのトリガーを作成、
PutRepositoryTriggers
更新、または削除する許可を付
与。

Write

repository* (p. 302)

TagResource

タグ付け

repository (p. 302)

CodeCommit リソースの ARN に
リソースタグをアタッチする許
可を付与。
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aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 303)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 303)
aws:TagKeys (p. 303)

トリガーターゲットに情報を送
TestRepositoryTriggers
信することで、リポジトリトリ
ガーの機能をテストする許可を
付与。

Write

repository* (p. 302)

CodeCommit リソースの ARN か
UntagResource らリソースタグの関連付けを解
除する許可を付与。

タグ付け

repository (p. 302)

承認ルールテンプレートのコン
UpdateApprovalRuleTemplateContent
テンツを更新する許可を付与。
プル要求用に特別に作成された
承認ルールのコンテンツを更新
するアクセス許可は付与しませ
ん

Write

承認ルールテンプレートの説明
UpdateApprovalRuleTemplateDescription
を更新する許可を付与

Write

承認ルールテンプレートの名前
UpdateApprovalRuleTemplateName
を更新する許可を付与

Write

ID がコメントの作成に使用され
UpdateComment た ID と一致する場合にコメント
の内容を更新する許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリ内
UpdateDefaultBranch
のデフォルトブランチを変更す
る許可を付与

Write

repository* (p. 302)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のプルリクエストに対して
UpdatePullRequestApprovalRuleContent
作成された承認ルールのコンテ
ンツを更新する許可を付与。承
認ルールテンプレートを使用し
て作成されたルールの承認ルー
ルコンテンツを更新するアクセ
ス許可は付与しません

Write

repository* (p. 302)

プルリクエストの承認状態を更
UpdatePullRequestApprovalState
新する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

プルリクエストの説明を更新す
UpdatePullRequestDescription
る許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

プルリクエストのステータスを
UpdatePullRequestStatus
更新する許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

プルリクエストのタイトルを更
UpdatePullRequestTitle
新する許可を付与。

Write

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリの
UpdateRepositoryDescription
説明を変更する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

AWS CodeCommit リポジトリの
UpdateRepositoryName
名前を変更する許可を付与

Write

repository* (p. 302)

UploadArchive
[アクセス許可
のみ]

Write

repository* (p. 302)

AWS CodePipeline のサービス
ロールに対し、リポジトリの変
更をパイプラインにアップロー
ドする許可を付与
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AWS CodeCommit で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 294)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

repository

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 303)

arn:${Partition}:codecommit:${Region}:
${Account}:${RepositoryName}

AWS CodeCommit の条件キー
AWS CodeCommit では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

指定された AWS CodeCommit アクションへの Git 参照でア
codecommit:References
クセスをフィルタリングします。

文字列

AWS CodeDeploy のアクション、リソース、および条
件キー
AWS CodeDeploy (サービスプレフィックス: codedeploy) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeDeploy で定義されるアクション (p. 303)
• AWS CodeDeploy で定義されるリソースタイプ (p. 308)
• AWS CodeDeploy の条件キー (p. 309)

AWS CodeDeploy で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のオンプレミスインスタ
AddTagsToOnPremisesInstances
ンスにタグを追加するアクセス
許可を付与

タグ付け

instance* (p. 309)

1 つ以上のアプリケーションのリ
BatchGetApplicationRevisions
ビジョンに関する情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられた
BatchGetApplications
複数のアプリケーションに関す
る情報を取得するアクセス許可
を付与

読み込み

application* (p. 309)

1 つ以上のデプロイグループに関
BatchGetDeploymentGroups
する情報を取得するアクセス許
可を付与

読み込み

deploymentgroup* (p. 309)

デプロイグループの一部である
BatchGetDeploymentInstances
1 つ以上のインスタンスに関する
情報を取得するアクセス許可を
付与

読み込み

deploymentgroup* (p. 309)

デプロイに関連付けられて
BatchGetDeploymentTargets
いる 1 つ以上のターゲット
の配列を返すアクセス許可
を付与 このメソッドはすべ
てのコンピューティングタ
イプで動作し、廃止された
BatchGetDeploymentInstances
の代わりに使用する必要があ
ります。返すことができるター
ゲットの最大数は 25 です

読み込み

IAM ユーザーに関連付けられて
BatchGetDeployments
いる複数のデプロイに関する情
報を取得するアクセス許可を付
与

読み込み

deploymentgroup* (p. 309)

1 つ以上のオンプレミスインスタ
BatchGetOnPremisesInstances
ンスに関する情報を取得するア
クセス許可を付与

読み込み

instance* (p. 309)

指定された待機時間の経過を待
ContinueDeployment
たずに、トラフィックを元の環
境のインスタンスから置き換え
先環境のインスタンスに再ルー
ティングするプロセスをスター
トするアクセス許可を付与

書き込み

IAM ユーザーに関連付けられて
CreateApplication いるアプリケーションを作成す
るアクセス許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 309)
CloudFormation スタック更新の
CreateCloudFormationDeployment
オーケストレーションに貢献す
[アクセス許可
る CloudFormation のデプロイを
のみ]
作成するアクセス許可を付与

書き込み

IAM ユーザーに関連付けられて
CreateDeploymentいるアプリケーションのデプロ
イを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

deploymentgroup* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
CreateDeploymentConfig
いるカスタムデプロイ設定を作
成するアクセス許可を付与

書き込み

deploymentconfig* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
CreateDeploymentGroup
いるアプリケーションのデプロ
イグループを作成するアクセス
許可を付与

書き込み

deploymentgroup* (p. 309)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 309)
aws:TagKeys (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
DeleteApplication いるアプリケーションを削除す
るアクセス許可を付与

書き込み

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
DeleteDeploymentConfig
いるカスタムデプロイ設定を削
除するアクセス許可を付与

書き込み

deploymentconfig* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
DeleteDeploymentGroup
いるアプリケーションのデプロ
イグループを削除するアクセス
許可を付与

書き込み

deploymentgroup* (p. 309)

GitHub アカウント接続を削除す
DeleteGitHubAccountToken
るアクセス許可を付与

書き込み

特定の外部 ID に関連付けられて
DeleteResourcesByExternalId
いるリソースを削除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

オンプレミスインスタンスの登
DeregisterOnPremisesInstance
録を解除するアクセス許可を付
与

書き込み

instance* (p. 309)

GetApplication

リスト

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
いる単一のアプリケーションに
関する情報を取得するアクセス
許可を付与

305

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS CodeDeploy

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

IAM ユーザーに関連付けられて
GetApplicationRevision
いるアプリケーションの、単一
のアプリケーションのリビジョ
ンに関する情報を取得するアク
セス許可を付与

リスト

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
GetDeployment いるアプリケーションの、デプ
ロイグループへの単一のデプロ
イに関する情報を取得するアク
セス許可を付与

リスト

deploymentgroup* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
GetDeploymentConfig
いる単一のデプロイ設定に関す
る情報を取得するアクセス許可
を付与

リスト

deploymentconfig* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
GetDeploymentGroup
いるアプリケーションの、単一
のデプロイグループに関する情
報を取得するアクセス許可を付
与

リスト

deploymentgroup* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
GetDeploymentInstance
いるデプロイの、単一のインス
タンスに関する情報を取得する
アクセス許可を付与

リスト

deploymentgroup* (p. 309)

デプロイターゲットに関する情
GetDeploymentTarget
報を返すアクセス許可を付与

読み込み

単一のオンプレミスインスタン
GetOnPremisesInstance
スに関する情報を取得するアク
セス許可を付与

リスト

instance* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられ
ListApplicationRevisions
ているアプリケーションの、す
べてのアプリケーションのリビ
ジョンに関する情報を取得する
アクセス許可を付与

リスト

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
ListApplications いるすべてのアプリケーション
に関する情報を取得するアクセ
ス許可を付与

リスト

IAM ユーザーに関連付けられて
ListDeploymentConfigs
いるすべてのデプロイ設定に関
する情報を取得するアクセス許
可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

IAM ユーザーに関連付けられて
ListDeploymentGroups
いるアプリケーションの、すべ
てのデプロイグループに関する
情報を取得するアクセス許可を
付与

リスト

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
ListDeploymentInstances
いるデプロイの、すべてのイン
スタンスに関する情報を取得す
るアクセス許可を付与

リスト

deploymentgroup* (p. 309)

デプロイに関連付けられている
ListDeploymentTargets
ターゲット ID の配列を返すアク
セス許可を付与

リスト

IAM ユーザーに関連付けられて
ListDeployments いるデプロイグループへのすべ
てのデプロイに関する情報を取
得する、またはIAM ユーザーに
関連付けられているすべてのデ
プロイを取得するアクセス許可
を付与

リスト

GitHub アカウントに保存された
ListGitHubAccountTokenNames
接続名を一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

1 つ以上のオンプレミスインスタ
ListOnPremisesInstances
ンス名のリストを取得するアク
セス許可を付与

リスト

指定した ARN によって識別さ
ListTagsForResource
れるリソースのタグのリストを
返すアクセス許可を付与 タグ
は、CodeDeploy リソースを整理
および分類するために使用され
ます

リスト

IAM ユーザーに関連付けられて
PutLifecycleEventHookExecutionStatus
いるデプロイのライフサイクル
イベントフックの実行ステータ
スを通知するアクセス許可を付
与

書き込み

IAM ユーザーに関連付けられて
RegisterApplicationRevision
いるアプリケーションの、アプ
リケーションのリビジョンに関
する情報を登録するアクセス許
可を付与

書き込み

application* (p. 309)

オンプレミスインスタンスを登
RegisterOnPremisesInstance
録するアクセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 309)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のオンプレミスインスタ
RemoveTagsFromOnPremisesInstances
ンスからタグを削除するアクセ
ス許可を付与

タグ付け

指定した待機時間を上書きし、
SkipWaitTimeForInstanceTermination
トラフィックのルーティング
完了直後にインスタンスの終了
をスタートするアクセス許可を
付与 このアクションは、bluegreen デプロイにのみ適用されま
す

書き込み

デプロイを停止する許可を付
StopDeployment 与。

書き込み

TagResource

タグ付け

入力タグパラメータ内のタグの
リストを、ResourceArn 入力
パラメータにより識別されるリ
ソースに関連付けるアクセス許
可を付与

依存アク
ション

instance* (p. 309)

application (p. 309)
deploymentgroup (p. 309)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 309)
aws:TagKeys (p. 309)

タグのリストからリソース
UntagResource の関連付けを解除するアク
セス許可を付与 リソース
は、ResourceArn 入力パラメー
タによって識別されます。タグ
は、TagKeys 入力パラメータ内
のキーのリストによって識別さ
れます

タグ付け

application (p. 309)

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

書き込み

application* (p. 309)

IAM ユーザーに関連付けられて
UpdateDeploymentGroup
いるアプリケーションの、単一
のデプロイグループに関する情
報を変更するアクセス許可を付
与

書き込み

deploymentgroup* (p. 309)

deploymentgroup (p. 309)
aws:TagKeys (p. 309)

AWS CodeDeploy で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 303)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN
application

条件キー

arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:
${Account}:application:${ApplicationName}

arn:${Partition}:codedeploy:
deploymentconfig ${Region}:${Account}:deploymentconfig:
${DeploymentConfigurationName}
arn:${Partition}:codedeploy:
deploymentgroup ${Region}:${Account}:deploymentgroup:
${ApplicationName}/${DeploymentGroupName}
instance

arn:${Partition}:codedeploy:${Region}:
${Account}:instance:${InstanceName}

AWS CodeDeploy の条件キー
AWS CodeDeploy では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスの
アクション、リソース、および条件キー
AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービス (サービスプレフィックス: codedeploy-commandssecure) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアク
ション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスで定義されるアクション (p. 310)
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• AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスで定義されるリソースタイプ (p. 310)
• AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスの条件キー (p. 310)

AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスで定義され
るアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

デプロイの仕様を取得する許可
GetDeploymentSpecification
を付与

読み取り

ホストエージェントコマンドを
PollHostCommandリクエストする許可を付与

読み取り

ホストエージェントコマンドを
PutHostCommandAcknowledgement
承認済みとしてマークする許可
を付与

書き込み

ホストエージェントコマンドを
PutHostCommandComplete
完了済みとしてマークする許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスで定義され
るリソースタイプ
AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素
でのリソース ARN の指定をサポートしていません。AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービス
へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS CodeDeploy セキュアホストコマンドサービスの条件キー
CodeDeploy Commands Secure には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス
固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーの
リストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Amazon CodeGuru のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon CodeGuru (サービスプレフィックス: codeguru) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CodeGuru で定義されるアクション (p. 311)
• Amazon CodeGuru で定義されるリソースタイプ (p. 311)
• Amazon CodeGuru の条件キー (p. 312)

Amazon CodeGuru で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

有効期限日を含む CodeGuru
GetCodeGuruFreeTrialSummary
サービスの無料トライアル概要
[アクセス許可
を取得します。
のみ]

依存アク
ション

Read

Amazon CodeGuru で定義されるリソースタイプ
Amazon CodeGuru では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。Amazon CodeGuru へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。
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Amazon CodeGuru の条件キー
Amazon CodeGuru には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコン
テキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストにつ
いては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon CodeGuru Profiler のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon CodeGuru Profiler (サービスプレフィックス: codeguru-profiler) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CodeGuru Profiler で定義されるアクション (p. 312)
• Amazon CodeGuru Profiler によって定義されるリソースタイプ (p. 314)
• Amazon CodeGuru Profiler の条件キー (p. 315)

Amazon CodeGuru Profiler で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の AWS SNS トピックの最
AddNotificationChannels
大 2 つのトピック ARN を追加し
て通知を発行するアクセス許可
を付与
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ProfilingGroup* (p. 315)

依存アク
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロファイリンググループのフ
BatchGetFrameMetricData
レームメトリクスデータを取得
する許可を付与

リスト

ProfilingGroup* (p. 315)

オーケストレーションサービス
ConfigureAgent に登録してプロファイリング設
[アクセス許可
定情報を取得するアクセス許可
のみ]
を、エージェントに付与

書き込み

ProfilingGroup* (p. 315)

プロファイリンググループを作
CreateProfilingGroup
成する許可を付与。

書き込み

プロファイリンググループを削
DeleteProfilingGroup
除する許可を付与。

書き込み

ProfilingGroup* (p. 315)

プロファイリンググループを定
DescribeProfilingGroup
義する許可を付与。

読み込み

ProfilingGroup* (p. 315)

アカウント内の各プロファイリ
GetFindingsReportAccountSummary
ンググループの最新のレコメン
デーションの概要を取得する許
可を付与。

読み込み

通知設定を取得する許可を付与
GetNotificationConfiguration

読み込み

ProfilingGroup* (p. 315)

GetPolicy

指定されたプロファイリンググ
ループに関連付けられたリソー
スポリシーを取得するアクセス
許可を付与

読み込み

ProfilingGroup* (p. 315)

GetProfile

特定のプロファイリンググルー
プの集計プロファイルを取得す
る許可を付与。

読み込み

ProfilingGroup* (p. 315)

レコメンデーションを取得する
GetRecommendations
許可を付与

読み込み

ProfilingGroup* (p. 315)

特定のプロファイリンググルー
ListFindingsReports
プに利用可能なレコメンデー
ションレポートを一覧表示する
許可を付与

リスト

ProfilingGroup* (p. 315)

特定のプロファイリンググルー
ListProfileTimes プに利用可能な集計プロファイ
ルの開始時間を一覧表示する許
可を付与

リスト

ProfilingGroup* (p. 315)

アカウント内のプロファイリン
ListProfilingGroups
ググループを一覧表示する許可
を付与

リスト

プロファイリンググループのタ
ListTagsForResource
グを一覧表示する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のプロファイリンググルー
PostAgentProfile プに属するエージェントによっ
[アクセス許可
て収集されたプロファイルを集
のみ]
計用に送信する許可を付与

書き込み

PutPermission

経営へのア ProfilingGroup* (p. 315)
クセス権

指定されたプロファイリンググ
ループに関連付けられたリソー
スポリシーで、アクショング
ループに許可されているプリン
シパルのリストを更新するアク
セス許可を付与

ProfilingGroup* (p. 315)

通知設定からすでに設定済みの
RemoveNotificationChannel
SNSTopic arn を削除する許可を
付与

書き込み

指定されたプロファイリンググ
RemovePermission
ループに関連付けられたリソー
スポリシーから、指定されたア
クショングループのアクセス許
可を削除するアクセス許可を付
与

経営へのア ProfilingGroup* (p. 315)
クセス権

有用または有用でない異常に対
SubmitFeedback するユーザーフィードバックを
送信する許可を付与

書き込み

ProfilingGroup* (p. 315)

TagResource

タグ付け

ProfilingGroup* (p. 315)

プロファイリンググループにタ
グを追加または上書きする許可
を付与

依存アク
ション

ProfilingGroup* (p. 315)

aws:TagKeys (p. 315)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 315)

プロファイリンググループから
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

ProfilingGroup* (p. 315)
aws:TagKeys (p. 315)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 315)

特定のプロファイリンググルー
UpdateProfilingGroup
プを更新する許可を付与

書き込み

ProfilingGroup* (p. 315)

Amazon CodeGuru Profiler によって定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 312)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

ProfilingGroup

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 315)

arn:${Partition}:codeguru-profiler:
${Region}:${Account}:profilingGroup/
${ProfilingGroupName}

Amazon CodeGuru Profiler の条件キー
Amazon CodeGuru Profiler では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon CodeGuru Reviewer のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon CodeGuru Reviewer（サービスプレフィックス: codeguru-reviewer）では、IAM アクセス許
可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon CodeGuru Reviewer によって定義されるアクション (p. 315)
• Amazon CodeGuru Reviewer によって定義されるリソースタイプ (p. 318)
• Amazon CodeGuru Reviewer の条件キー (p. 318)

Amazon CodeGuru Reviewer によって定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

リポジトリを Amazon CodeGuru
AssociateRepository
Reviewer に関連付けるアクセス
許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

codecommit:ListRepositor

association* (p. 318)

codecommit:TagResource
events:PutRule
events:PutTargets

iam:CreateServiceLinkedR
s3:CreateBucket
s3:ListBucket
s3:PutBucketPolicy

s3:PutLifecycleConfigurati
connection (p. 318)
repository (p. 318)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 319)
aws:TagKeys (p. 319)
コードレビューを作成する許可
CreateCodeReview
を付与。

書き込み

サードパーティープロバイダー
CreateConnectionToken
のウェブベースの oauth ハン
[アクセス許可
ドシェイクを実行する許可を付
のみ]
与。

読み込み

コードレビューを記述する許可
DescribeCodeReview
を付与。

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コードレビューのレコメンデー
DescribeRecommendationFeedback
ションフィードバックを記述す
る許可を付与。

読み込み

リポジトリの関連付けを記述す
DescribeRepositoryAssociation
る許可を付与。

読み込み

リポジトリと Amazon CodeGuru
DisassociateRepository
Reviewer の関連付けを解除する
許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

association* (p. 318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 319)
association* (p. 318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 319)
association* (p. 318)

codecommit:UntagResour
events:DeleteRule
events:RemoveTargets

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 319)
コンソールでプルリクエストメ
GetMetricsData トリクスを表示する許可を付
[アクセス許可
与。
のみ]

読み込み

コードレビューの概要を一覧表
ListCodeReviews 示する許可を付与。

リスト

コードレビューのレコメンデー
ListRecommendationFeedback
ションフィードバックの概要を
一覧表示する許可を付与。

リスト

コードレビューのレコメンデー
ListRecommendations
ションの概要を一覧表示する許
可を付与。

リスト

リポジトリの関連付けの概要を
ListRepositoryAssociations
一覧表示する許可を付与。

リスト

関連するリポジトリ ARN に接続
ListTagsForResource
されたリソースを一覧表示する
許可を付与。

リスト

コンソールでサードパーティー
ListThirdPartyRepositories
プロバイダーのリポジトリを一
[アクセス許可
覧表示する許可を付与。
のみ]

読み込み

コードレビューのレコメンデー
PutRecommendationFeedback
ションのフィードバックをプッ
トする許可を付与。

書き込み
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association* (p. 318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 319)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon CodeGuru Reviewer

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

関連するリポジトリ ARN にリ
ソースタグを接続する許可を付
与。

タグ付け

依存アク
ション

association* (p. 318)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 319)
aws:TagKeys (p. 319)

関連するリポジトリ ARN からリ
UnTagResource ソースタグの関連付けを解除す
る許可を付与。

タグ付け

association* (p. 318)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 319)
aws:TagKeys (p. 319)

Amazon CodeGuru Reviewer によって定義されるリソースタイ
プ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 315)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

association

arn:${Partition}:codeguru-reviewer:
${Region}:${Account}:association:
${ResourceId}

codereview

arn:${Partition}:codeguru-reviewer:
${Region}:${Account}:association:
${ResourceId}:codereview:${CodeReviewId}

repository

arn:${Partition}:codecommit:${Region}:
${Account}:${RepositoryName}

connection

arn:${Partition}:codestar-connections:
${Region}:${Account}:connection/
${ConnectionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 319)

Amazon CodeGuru Reviewer の条件キー
Amazon CodeGuru Reviewer では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクセスをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS CodePipeline のアクション、リソース、および
条件キー
AWS CodePipeline (サービスプレフィックス: codepipeline) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodePipeline で定義されるアクション (p. 319)
• AWS CodePipeline で定義されるリソースタイプ (p. 323)
• AWS CodePipeline の条件キー (p. 323)

AWS CodePipeline で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたジョブに関する情報
AcknowledgeJob や、そのジョブがジョブワー
カーによって受け取られたかど
うかについて表示する許可を付
与

書き込み

ジョブワーカーが指定された
AcknowledgeThirdPartyJob
ジョブを受け取ったことを確認
する許可を付与 (パートナーアク
ションのみ)

書き込み

AWS アカウント に関連付けられ
CreateCustomActionType
たパイプラインで使用できるカ
スタムアクションを作成するア
クセス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

actiontype* (p. 323)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 324)
aws:TagKeys (p. 324)

CreatePipeline

一意の名前が付けられたパイプ
ラインを作成する許可を付与

書き込み

pipeline* (p. 323)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 324)
aws:TagKeys (p. 324)

カスタムアクションを削除する
DeleteCustomActionType
許可を付与

書き込み

actiontype* (p. 323)

DeletePipeline

指定されたパイプラインを削除
する許可を付与

書き込み

pipeline* (p. 323)

指定されたウェブフックを削除
DeleteWebhook する許可を付与

書き込み

webhook* (p. 323)

設定で指定されたサードパー
DeregisterWebhookWithThirdParty
ティーからウェブフックの登録
を削除する許可を付与

書き込み

webhook* (p. 323)

リビジョンがパイプラインの次
DisableStageTransition
のステージに移行することを禁
止する許可を付与

書き込み

stage* (p. 323)

リビジョンをパイプラインの次
EnableStageTransition
のステージに移行することを許
可する許可を付与

書き込み

stage* (p. 323)

GetActionType

アクションタイプに関する情報
を表示する許可を付与

読み込み

GetJobDetails

ジョブに関する情報を表示する
許可を付与 (カスタムアクション
のみ)

読み込み

GetPipeline

パイプライン構造に関する情報
を取得する許可を付与

読み込み

320

pipeline* (p. 323)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS CodePipeline

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パイプラインの実行に関する情
GetPipelineExecution
報 (アーティファクト、パイプラ
インの実行 ID、パイプラインの
名前、バージョン、ステータス
など) を表示する許可を付与

読み込み

pipeline* (p. 323)

パイプラインのステージとアク
GetPipelineState ションの現在の状態に関する情
報を表示する許可を付与

読み込み

pipeline* (p. 323)

サードパーティーアクションの
読み込み
GetThirdPartyJobDetails
ジョブの詳細を表示する許可を
付与 (パートナーアクションのみ)
パイプラインで発生したアク
ListActionExecutions
ション実行を一覧表示する許可
を付与

読み込み

アカウントのパイプラインで使
ListActionTypes 用可能なすべてのアクションタ
イプの概要を一覧表示する許可
を付与

読み込み

パイプラインの最新の実行の概
ListPipelineExecutions
要を一覧表示する許可を付与

リスト

ListPipelines

リスト

AWS アカウント に関連付けられ
ているすべてのパイプラインの
概要を一覧表示するアクセス許
可を付与します

CodePipeline リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示する許可を付与

読み込み

pipeline* (p. 323)

pipeline* (p. 323)

actiontype (p. 323)
pipeline (p. 323)
webhook (p. 323)

ListWebhooks

AWS アカウント に関連付けられ
ているすべてのウェブフックを
一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

webhook* (p. 323)

PollForJobs

CodePipeline が影響するジョブ
に関する情報を表示する許可を
付与

書き込み

actiontype* (p. 323)

ジョブワーカーが処理するサー
PollForThirdPartyJobs
ドパーティージョブがあるかど
うかを決定する許可を付与 (パー
トナーアクションのみ)

書き込み

パイプラインのアクションを編
PutActionRevision集する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CodePipeline の手動承認リクエ
PutApprovalResultストへのレスポンス (承認済みま
たは拒否済み) を提供する許可を
付与

書き込み

ジョブワーカーによってパイプ
PutJobFailureResult
ラインに返されるジョブの失敗
を表すアクセス許可を付与しま
す (カスタムアクションのみ)

書き込み

ジョブワーカーによってパイプ
PutJobSuccessResult
ラインに返されるジョブの成功
を表すアクセス許可を付与しま
す (カスタムアクションのみ)

書き込み

ジョブワーカーによってパイプ
PutThirdPartyJobFailureResult
ラインに返されたサードパー
ティージョブの失敗を表すアク
セス許可を付与します (パート
ナーアクションのみ)

書き込み

ジョブワーカーによってパイプ
PutThirdPartyJobSuccessResult
ラインに返されたサードパー
ティージョブの成功を表すアク
セス許可を付与します (パート
ナーアクションのみ)

書き込み

PutWebhook

書き込み

ウェブフックを作成または更新
する許可を付与

依存アク
ション

action* (p. 323)

pipeline* (p. 323)
webhook* (p. 323)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 324)
aws:TagKeys (p. 324)

設定で指定したサードパー
RegisterWebhookWithThirdParty
ティーにウェブフックを登録す
る許可を付与

書き込み

webhook* (p. 323)

ステージで最後に失敗したアク
RetryStageExecution
ションを再試行することでパイ
プラインの実行を再開する許可
を付与

書き込み

stage* (p. 323)

パイプラインを通じて最新のリ
StartPipelineExecution
ビジョンを実行する許可を付与

書き込み

pipeline* (p. 323)

進行中のパイプラインの実行を
StopPipelineExecution
停止する許可を付与

書き込み

pipeline* (p. 323)

TagResource

タグ付け

actiontype (p. 323)

CodePipeline リソースにタグを
付けるアクセス許可を付与しま
す

pipeline (p. 323)
webhook (p. 323)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 324)
aws:TagKeys (p. 324)
CodePipeline リソースからタグ
UntagResource を削除する許可を付与

タグ付け

actiontype (p. 323)
pipeline (p. 323)
webhook (p. 323)
aws:TagKeys (p. 324)

アクションタイプを更新する許
UpdateActionType可を付与

書き込み

actiontype* (p. 323)

パイプラインの構造に対する変
更を適用してパイプラインを更
新する許可を付与

書き込み

pipeline* (p. 323)

UpdatePipeline

AWS CodePipeline で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 319)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

action

arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:
${Account}:${PipelineName}/${StageName}/
${ActionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 324)

actiontype

arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:
${Account}:actiontype:${Owner}/${Category}/
${Provider}/${Version}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 324)

pipeline

arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:
${Account}:${PipelineName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 324)

stage

arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:
${Account}:${PipelineName}/${StageName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 324)

webhook

arn:${Partition}:codepipeline:${Region}:
${Account}:webhook:${WebhookName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 324)

AWS CodePipeline の条件キー
AWS CodePipeline では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS CodeStar のアクション、リソース、および条件
キー
AWS CodeStar (サービスプレフィックス: codestar) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、次の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeStar で定義されるアクション (p. 324)
• AWS CodeStar で定義されるリソースタイプ (p. 327)
• AWS CodeStar の条件キー (p. 327)

AWS CodeStar で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS CodeStar プロジェクトの
AssociateTeamMember
チームにユーザーを追加する許
可を付与

経営へのア project* (p. 327)
クセス権

CreateProject

経営へのア
クセス権

最小の構造とカスタマーポリ
シーを備え、リソースなしでプ
ロジェクトを作成する許可を付
与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 327)
aws:TagKeys (p. 327)

ユーザー設定、表示名、E メール 書き込み
CreateUserProfileを含むユーザー向けプロファイ
ルを作成する許可を付与

user* (p. 327)

拡張された削除 API に許可を付
DeleteExtendedAccess
与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

project* (p. 327)

DeleteProject

経営へのア project* (p. 327)
クセス権

プロジェクト (プロジェクトリ
ソースを含む) を削除する許可を
付与 プロジェクトに関連付けら
れているユーザーは削除されま
せんが、プロジェクトへのアク
セスを許可した IAM ロールは削
除されます

表示名や E メールアドレスな
DeleteUserProfile ど、そのプロファイルに関連付
けられているすべての個人設定
データを含む AWS CodeStar の
ユーザープロファイルを削除す
る許可を付与 該当ユーザーの履
歴 (例: 該当ユーザーが行ったコ
ミットの履歴) は削除されません

書き込み

user* (p. 327)

プロジェクトとそのリソースを
DescribeProject 記述するアクセス許可を付与

読み取り

project* (p. 327)

AWS CodeStar のユーザーとす
DescribeUserProfile
べてのプロジェクトのユーザー
属性を記述する許可を付与

読み取り

ユーザーをプロジェクトから削
DisassociateTeamMember
除する許可を付与 プロジェクト
からユーザーを削除すると、プ
ロジェクトとそのリソースへの
アクセスを許可した IAM ポリ
シーもそのユーザーから削除さ
れます

経営へのア project* (p. 327)
クセス権

拡張された読み取り API に許可
GetExtendedAccess
を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListProjects

AWS アカウント に関連付けら
れた CodeStar 内のすべてのプロ
ジェクトを一覧表示する許可を
付与

リスト

ListResources

CodeStar のプロジェクトに関連
付けられているすべてのリソー
スを一覧表示する許可を付与

リスト

project* (p. 327)

CodeStar のプロジェクトに関連
ListTagsForProject付けられているタグを一覧表示
する許可を付与

リスト

project* (p. 327)

プロジェクトに関連付けられて
ListTeamMembersいるすべてのチームメンバーを
一覧表示する許可を付与

リスト

project* (p. 327)

AWS CodeStar でユーザープロ
ListUserProfiles ファイルを一覧表示する許可を
付与

リスト

拡張された書き込み API に許可
PutExtendedAccess
を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

project* (p. 327)

TagProject

タグ付け

project* (p. 327)

CodeStar でプロジェクトにタグ
を追加する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 327)
aws:TagKeys (p. 327)

UntagProject

UpdateProject

CodeStar でプロジェクトからタ
グを削除する許可を付与

タグ付け

CodeStar でプロジェクトを更新
する許可を付与

書き込み

CodeStar プロジェクト内のチー
UpdateTeamMember
ムメンバーの属性を更新する許
可を付与

aws:TagKeys (p. 327)
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project* (p. 327)

経営へのア project* (p. 327)
クセス権

ユーザー設定、表示名、E メール 書き込み
UpdateUserProfileを含むユーザー向けプロファイ
ルを更新する許可を付与
AWS CodeStar サービスロール
VerifyServiceRoleが顧客のアカウントに存在する
かどうかを検証する許可を付与

project* (p. 327)

リスト

user* (p. 327)
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AWS CodeStar で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 324)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

project

arn:${Partition}:codestar:${Region}:
${Account}:project/${ProjectId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 327)

user

arn:${Partition}:iam::${Account}:user/
${AwsUserName}

iam:ResourceTag/
${TagKey} (p. 327)

AWS CodeStar の条件キー
AWS CodeStar では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてリクエストで
アクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクションで
アクセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内の必須のタグの存在に基づくリクエストによっ
てアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

iam:ResourceTag/
${TagKey}

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクションで
アクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

AWS CodeStar Connections のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS CodeStar Connections (サービスプレフィックス: codestar-connections) では、IAM アクセス許
可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS CodeStar Connections で定義されるアクション (p. 328)
• AWS CodeStar Connections で定義されるリソースタイプ (p. 330)
• AWS CodeStar Connections の条件キー (p. 331)

AWS CodeStar Connections で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

接続リソースを作成する許可を
CreateConnection付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 331)
aws:TagKeys (p. 331)
codestarconnections:ProviderType (p. 331)

CreateHost

ホストリソースを作成する許可
を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 331)
aws:TagKeys (p. 331)
codestarconnections:ProviderType (p. 331)

接続リソースを削除する許可を
DeleteConnection付与

書き込み

Connection* (p. 330)

DeleteHost

ホストリソースを削除する許可
を付与

書き込み

Host* (p. 330)

GetConnection 接続リソースに関する詳細を取
得する許可を付与

読み込み

Connection* (p. 330)

GetHost

読み込み

Host* (p. 330)

ホストリソースに関する詳細を
取得する許可を付与

Bitbucket アプリのインストール
GetIndividualAccessToken
など、サードパーティーを接続
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(p. 331)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS CodeStar Connections

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

[アクセス許可
のみ]

に関連付けるアクセス許可を付
与

依存アク
ション

Bitbucket アプリのインストール
GetInstallationUrl など、サードパーティーを接続
[アクセス許可
に関連付けるアクセス許可を付
のみ]
与

読み込み

codestarconnections:ProviderType (p. 331)

接続リソースを一覧表示する許
ListConnections 可を付与

リスト

codestarconnections:ProviderTypeFilter (p. 332)

ListHosts

リスト

codestarconnections:ProviderTypeFilter (p. 332)

Bitbucket アプリのインストール
ListInstallationTargets
など、サードパーティーを接続
[アクセス許可
に関連付けるアクセス許可を付
のみ]
与

リスト

codestarconnections:GetIndividual

リソースの管理に使用される
ListTagsForResource
キーと値のペアのセットを取得
します

リスト

Connection* (p. 330)

codepipeline:CreatePipeline な
PassConnection ど、Connection ARN を入力とし
[アクセス許可
て受け入れる AWS のサービスに
のみ]
Connection リソースを渡すアク
セス許可を付与

読み込み

Connection* (p. 330)

GitHub Enterprise Server インス
RegisterAppCode タンスなどのサードパーティー
[アクセス許可
サーバーをホストに関連付ける
のみ]
アクセス許可を付与

読み込み

codestarconnections:HostArn (p. 331)

GitHub Enterprise Server インス
StartAppRegistrationHandshake
タンスなどのサードパーティー
[アクセス許可
サーバーをホストに関連付ける
のみ]
アクセス許可を付与

読み込み

codestarconnections:HostArn (p. 331)

Bitbucket アプリのインストール
StartOAuthHandshake
など、サードパーティーを接続
[アクセス許可
に関連付けるアクセス許可を付
のみ]
与

読み込み

codestarconnections:ProviderType (p. 331)

TagResource

タグ付け

ホストリソースを一覧表示する
許可を付与

指定されるリソースのタグを追
加あるいは変更します。

codestarconnections:StartOAuthHa

codestarconnections:PassedToService (p. 331)

Connection* (p. 330)
aws:TagKeys (p. 331)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 331)

AWS リソースからタグを削除し
UntagResource ます
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 331)
aws:TagKeys (p. 331)
CodeStar Connections アプリを
UpdateConnectionInstallation
インストールした接続リソース
を更新する許可を付与

書き込み

Connection* (p. 330)

codestarconnections:GetIndividual

codestarconnections:GetInstallatio

codestarconnections:ListInstallatio

codestarconnections:StartOAuthHa
codestarconnections:InstallationId (p. 331)
UpdateHost

UseConnection
[アクセス許可
のみ]

ホストリソースを更新するアク
セス許可を付与

書き込み

Host* (p. 330)

接続リソースを使用してプロバ
イダーのアクションを呼び出す
アクセス許可を付与

読み込み

Connection* (p. 330)
codestarconnections:FullRepositoryId (p. 331)
codestarconnections:ProviderAction (p. 331)

codestarconnections:ProviderPermissionsRequi

AWS CodeStar Connections で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 328)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Connection

arn:${Partition}:codestar-connections:
${Region}:${Account}:connection/
${ConnectionId}

Host

arn:${Partition}:codestar-connections:
${Region}:${Account}:host/${HostId}
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AWS CodeStar Connections の条件キー
AWS CodeStar Connections では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

codestarリクエストで渡されたブランチ名でアクセスをフィルタリン
connections:BranchName
グします 特定のリポジトリブランチへのアクセスに関する
UseConnection リクエストにのみ適用します

文字列

codestarリクエストで渡されたリポジトリによるアクセスをフィル
connections:FullRepositoryId
タリングします。特定のリポジトリにアクセスするための
UseConnection リクエストにのみ適用します

文字列

codestarリクエストで使用された接続に関連付けられたホストリソー
connections:HostArn スによってアクセスをフィルタリングします

文字列

codestarConnection の更新に使用されるサードパーティー ID
connections:InstallationId
(CodeStar Connections 用の Bitbucket アプリのインストール
ID など) でアクセスをフィルタリングします。Connection を
作成するために使用できるサードパーティー製アプリのイン
ストールを制限できます。

文字列

codestarサードパーティーのリポジトリの所有者によるアクセスを
connections:OwnerId フィルタリングします。特定のユーザーが所有するリポジト
リへのアクセスに関する UseConnection リクエストにのみ適
用

文字列

codestarプリンシパルが接続を渡すことを許可されているサービスに
connections:PassedToService
よるアクセスをフィルタリングします。

文字列

codestarListRepositories など、UseConnection リクエストのプロバイ
connections:ProviderAction
ダーアクションによってアクセスをフィルタリングします。
すべての有効な値については、ドキュメントを参照してくだ
さい。

文字列

codestarUseConnection リクエストのプロバイダーアクションの書
connections:ProviderPermissionsRequired
き込みアクセス許可でアクセスをフィルタリングします。有
効なタイプには、読み取り専用と読み取り書き込みがありま
す。

文字列

codestarリクエストで渡されたサードパーティープロバイダーのタイ
connections:ProviderType
プによってアクセスをフィルタリングします。

文字列
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条件キー

説明

タイプ

codestar結果をフィルタリングするために使用されるサードパー
connections:ProviderTypeFilter
ティープロバイダーのタイプによってアクセスをフィルタリ
ングします。

文字列

codestarリクエストで渡されたリポジトリ名でアクセスをフィル
connections:RepositoryName
タリングします。新しいリポジトリを作成するための
UseConnection リクエストにのみ適用します

文字列

AWS CodeStar Notifications のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS CodeStar Notifications (サービスプレフィックス: codestar-notifications) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキー
が用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS CodeStar Notifications で定義されるアクション (p. 332)
• AWS CodeStar Notifications で定義されるリソースタイプ (p. 335)
• AWS CodeStar Notifications の条件キー (p. 335)

AWS CodeStar Notifications で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースの通知ルールを作成す
CreateNotificationRule
る許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

notificationrule* (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (
リソースの通知ルールを削除す
DeleteNotificationRule
る許可を付与。

書き込み

notificationrule* (p. 335)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (
DeleteTarget

通知ルールのターゲットを削除
する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

通知ルールに関する情報を取得
DescribeNotificationRule
する許可を付与。

読み込み

notificationrule* (p. 335)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (
ListEventTypes

通知イベントタイプを一覧表示
する許可を付与。

リスト

AWS アカウント の通知ルールを
ListNotificationRules
一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

通知ルールリソース ARN にア
ListTagsForResource
タッチされたタグを一覧表示す
る許可を付与。

リスト

notificationrule* (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListTargets

AWS アカウント の通知ルール
ターゲットを一覧表示するアク
セス許可を付与します

リスト

通知ルールと Amazon SNS ト
ピック間の関連付けを作成する
許可を付与。

書き込み

Subscribe

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)
notificationrule* (p. 335)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (
TagResource

通知ルールリソース ARN にリ
ソースタグをアタッチする許可
を付与。

タグ付け

notificationrule* (p. 335)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

Unsubscribe

通知ルールと Amazon SNS ト
ピック間の関連付けを削除する
許可を付与。

書き込み

notificationrule* (p. 335)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (
通知ルールリソース ARN からリ
UntagResource ソースタグの関連付けを解除す
る許可を付与。

タグ付け

notificationrule* (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

リソースの通知ルールを変更す
UpdateNotificationRule
る許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 335)
aws:TagKeys (p. 335)

codestarnotifications:NotificationsForResource (

AWS CodeStar Notifications で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 332)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

notificationrule

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 335)

arn:${Partition}:codestar-notifications:
${Region}:${Account}:notificationrule/
${NotificationRuleId}

AWS CodeStar Notifications の条件キー
AWS CodeStar Notifications では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

codestar通知が設定されているリソースの ARN に基づいてアクセス
notifications:NotificationsForResource
をフィルタリングします。
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Amazon Cognito ID のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Cognito ID (サービスプレフィックス: cognito-identity) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Cognito ID で定義されるアクション (p. 336)
• Amazon Cognito ID で定義されるリソースタイプ (p. 338)
• Amazon Cognito ID の条件キー (p. 339)

Amazon Cognito ID で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい ID プールを作成するアク
CreateIdentityPoolセス権限を付与します

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 339)
aws:TagKeys (p. 339)

DeleteIdentities

ID プールから ID を削除するアク
セス権限を付与します。削除す
る 1～60 の ID のリストを指定で
きます

ユーザープールを削除するアク
DeleteIdentityPoolセス権限を付与します。プー
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルが削除されると、ユーザーは
プールで認証できなくなります
ID が作成された日時や関連する
DescribeIdentity リンクされたログインを含む、
特定の ID に関連するメタデータ
を返すアクセス権限を付与しま
す

Read

プール名、ID の説明、作成日、
DescribeIdentityPool
現在のユーザー数など、特定の
ID プールに関する詳細を取得す
るアクセス権限を付与します

Read

指定されたアイデンティティ ID
GetCredentialsForIdentity
の認証情報を返すアクセス権限
を付与します

Read

GetId

Cognito ID を生成 (または取得)
するアクセス権限を付与しま
す。複数のログインを提供する
と、暗黙的なリンクアカウント
が作成されます

Write

ID プールのロールを取得するア
GetIdentityPoolRoles
クセス権限を付与します

Read

既知の Cognito ID を使用して
GetOpenIdToken OpenID トークンを取得するアク
セス権限を付与します

Read

バックエンド認証プロセスに
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity
よって認証されたユーザーの
Cognito IdentityId と OpenID
Connect トークンを登録 (または
取得) するアクセス権限を付与し
ます

Read

identitypool* (p. 339)

ID プールおよびプロバイダーの
GetPrincipalTagAttributeMap
プリンシパルタグを取得するア
クセス権限を付与します

Read

identitypool* (p. 339)

ListIdentities

リスト

identitypool* (p. 339)

ID プール内の ID を一覧表示する
アクセス権限を付与します

アカウントに登録されているす
ListIdentityPools べての Cognito ID プールを一覧
表示するアクセス権限を付与し
ます

identitypool* (p. 339)

リスト

Amazon Cognito ID プールに割り Read
ListTagsForResource
当てられているタグを一覧表示
するアクセス権限を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の ID の IdentityId に関連付
LookupDeveloperIdentity
けられた DeveloperUserIdentifier
または DeveloperUserIdentifiers
のリストに関連付けられた
IdentityId を取得するアクセス権
限を付与します

Read

identitypool* (p. 339)

同じ ID プールに存在し、同じデ
MergeDeveloperIdentities
ベロッパープロバイダーによっ
て識別される、異なる IdentityId
を持つ 2 人のユーザーをマージ
するアクセス権限を付与します

Write

identitypool* (p. 339)

ID プールのロールを設定
SetIdentityPoolRoles
するアクセス権限を付与
します。これらのロール
は、GetCredentialsForIdentity ア
クションを呼び出すときに使用
されます

Write

依存アク
ション

ID プールおよびプロバイダーの
Write
SetPrincipalTagAttributeMap
プリンシパルタグを設定するア
クセス権限を付与します。これ
らのタグは、GetOpenIdToken ア
クションを呼び出すときに使用
されます
TagResource

Amazon Cognito ID プールに一連 タグ付け
のタグを割り当てるアクセス権
限を付与します

identitypool (p. 339)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 339)
aws:TagKeys (p. 339)

DeveloperUserIdentifier を既存の
UnlinkDeveloperIdentity
ID からリンク解除するアクセス
権限を付与します

Write

UnlinkIdentity

Write

フェデレーション ID を既存のア
カウントからリンク解除するア
クセス権限を付与します

identitypool* (p. 339)

Amazon Cognito ID プールから指 タグ付け
UntagResource 定されたタグを削除するアクセ
ス権限を付与します

identitypool (p. 339)

ID プールを更新するアクセス権
UpdateIdentityPool
限を付与します

identitypool* (p. 339)

Write

aws:TagKeys (p. 339)

Amazon Cognito ID で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 336)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

identitypool

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 339)

arn:${Partition}:cognito-identity:${Region}:
${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}

Amazon Cognito ID の条件キー
Amazon Cognito Identity は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエストに存在するキーによってアクセスをフィルタリン
グします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Cognito Sync のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon Cognito Sync (サービスプレフィックス: cognito-sync) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Cognito Sync で定義されるアクション (p. 339)
• Amazon Cognito Sync で定義されるリソースタイプ (p. 341)
• Amazon Cognito Sync の条件キー (p. 342)

Amazon Cognito Sync で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BulkPublish

設定されたストリームへの ID
プールの既存のすべてのデータ
セットの一括発行を開始するア
クセス許可を付与

書き込み

identitypool* (p. 342)

DeleteDataset

特定のデータセットを削除する
アクセス許可を付与

書き込み

dataset* (p. 341)

ID とデータセット名によるデー
DescribeDataset タセットに関するメタデータを
取得するアクセス許可を付与

読み込み

dataset* (p. 341)

特定の ID プールに関する使用の 読み込み
DescribeIdentityPoolUsage
詳細 (例えば、データストレージ)
を取得するアクセス許可を付与

identitypool* (p. 342)

データセットの数やデータ使用
DescribeIdentityUsage
量など、ID の使用情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

identity* (p. 342)

ID プールの最後の BulkPublish
GetBulkPublishDetails
オペレーションのステータスを
取得するアクセス許可を付与

読み込み

identitypool* (p. 342)

ID プールに関連付けられている
読み込み
GetCognitoEventsイベントおよび対応する Lambda
関数を取得するアクセス許可を
付与

identitypool* (p. 342)

ID プールの設定を取得するアク
GetIdentityPoolConfiguration
セス許可を付与

読み込み

identitypool* (p. 342)

ListDatasets

リスト

dataset* (p. 341)

Cognito に登録されている ID
ListIdentityPoolUsage
プールのリストを取得するアク
セス許可を付与

読み込み

identitypool* (p. 342)

ListRecords

読み込み

dataset* (p. 341)

ID のデータセットを一覧表示す
るアクセス許可を付与

データセットと ID の特定の同期
カウント後に変更されることが
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ある、ページ分割されたレコー
ドを取得するアクセス許可を付
与
QueryRecords
[アクセス許可
のみ]

レコードをクエリするアクセス
許可を付与

読み込み

プッシュ同期の通知を受信する
デバイスを登録するアクセス許
可を付与

書き込み

identity* (p. 342)

ID プールの特定のイベントタイ
SetCognitoEventsプに対して AWS Lambda 関数を
設定するアクセス許可を付与

書き込み

identitypool* (p. 342)

データセットを設定するアクセ
SetDatasetConfiguration
ス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

dataset* (p. 341)

プッシュ同期に必要な設定を行
SetIdentityPoolConfiguration
うためのアクセス許可を付与

書き込み

identitypool* (p. 342)

別のデバイスによってデータ
SubscribeToDataset
セットが変更されたときに通知
を受け取るようにサブスクライ
ブするアクセス許可を付与

書き込み

dataset* (p. 341)

別のデバイスによってデータ
UnsubscribeFromDataset
セットが変更されたときに通知
を受け取らないようにサブスク
ライブを停止するアクセス許可
を付与

書き込み

dataset* (p. 341)

レコードの更新を告知し、デー
UpdateRecords タセットおよびユーザーのレ
コードを追加および削除するア
クセス許可を付与

書き込み

dataset* (p. 341)

RegisterDevice

Amazon Cognito Sync で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 339)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
dataset

条件キー

arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:
${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}/
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リソースタイプ ARN

条件キー

identity/${IdentityId}/dataset/
${DatasetName}
identity

arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:
${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}/
identity/${IdentityId}

identitypool

arn:${Partition}:cognito-sync:${Region}:
${Account}:identitypool/${IdentityPoolId}

Amazon Cognito Sync の条件キー
Cognito Sync には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、「条件に利用可能なキー」を参照してください。

Amazon Cognito ユーザープールのアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Cognito ユーザープール (サービスプレフィックス: cognito-idp) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Cognito ユーザープールで定義されるアクション (p. 342)
• Amazon Cognito ユーザープールで定義されるリソースタイプ (p. 350)
• Amazon Cognito ユーザープールの条件キー (p. 350)

Amazon Cognito ユーザープールで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
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以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザー属性をユーザープール
AddCustomAttributes
スキーマに追加するアクセス許
可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーをグループに追加する
AdminAddUserToGroup
アクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

確認コードなしでユーザーの登
AdminConfirmSignUp
録を確認するアクセス許可を付
与

書き込み

userpool* (p. 350)

新しいユーザーを作成し、E メー 書き込み
AdminCreateUserルまたは SMS でウェルカムメッ
セージを送信するアクセス許可
を付与

userpool* (p. 350)

ユーザーを削除するアクセス許
AdminDeleteUser 可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーから属性を削除するア
AdminDeleteUserAttributes
クセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

サードパーティーの ID プロバイ
AdminDisableProviderForUser
ダー (IdP) ユーザーからユーザー
プールのユーザーをリンク解除
するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーを非アクティブ化する
AdminDisableUserアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーをアクティブ化するア
AdminEnableUserクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーのデバイスの登録を解
AdminForgetDevice
除するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーのデバイスに関する情
AdminGetDevice 報を取得するアクセス許可を付
与

読み取り

userpool* (p. 350)

AdminGetUser

ユーザーをユーザー名で検索す
るアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザーを認証するアクセス許
AdminInitiateAuth 可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールのユーザーを
AdminLinkProviderForUser
サードパーティーの IdP ユー
ザーにリンクするアクセス許可
を付与

書き込み

userpool* (p. 350)
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ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Cognito ユーザープール

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザーの記憶したデバイスを
AdminListDevices一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザーが属するグループを一
AdminListGroupsForUser
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザーのサインインイベント
AdminListUserAuthEvents
を一覧表示するアクセス許可を
付与

読み取り

userpool* (p. 350)

グループからユーザーを削除す
AdminRemoveUserFromGroup
るアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーのパスワードをリセッ
AdminResetUserPassword
トするアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーの認証中に認証チャレ
AdminRespondToAuthChallenge
ンジに応答するアクセス許可を
付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーが優先する MFA メソッ
AdminSetUserMFAPreference
ドを設定するアクセス許可を付
与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーのパスワードを設定す
AdminSetUserPassword
るアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーにユーザー設定を設定
AdminSetUserSettings
するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーの認証イベントの高度
AdminUpdateAuthEventFeedback
なセキュリティフィードバック
を更新するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーの記憶したデバイスの
AdminUpdateDeviceStatus
ステータスを更新するアクセス
許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーの標準属性またはカス
AdminUpdateUserAttributes
タム属性を更新するアクセス許
可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

すべてのセッションからユー
AdminUserGlobalSignOut
ザーをサインアウトするアクセ
ス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーアカウントの一意に生
AssociateSoftwareToken
成された共有シークレットキー
コードを返します。

書き込み

ユーザープールを AWS WAF
AssociateWebACLウェブ ACL に関連付けるアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Cognito ユーザープール

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザープールの指定したユー
ChangePassword ザーのパスワードを変更しま
す。

書き込み

ConfirmDevice

デバイスの追跡を確認します。
この API コールによって、デバ
イス追跡が開始します。

書き込み

忘れたパスワードをリセットす
ConfirmForgotPassword
る確認コードをユーザーが入力
できるようにします。

書き込み

ユーザーの登録を確認し、以前
のユーザーの既存のエイリアス
を処理します。

書き込み

新しいユーザープールグループ
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ID プロバイダーをユーザープー
CreateIdentityProvider
ルに追加するアクセス許可を付
与

書き込み

userpool* (p. 350)

OAuth 2.0 リソースサーバーのス
CreateResourceServer
コープを作成および設定するア
クセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザー CSV インポートジョブ
CreateUserImportJob
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールのパスワードポ
CreateUserPool リシーを作成および設定するア
クセス許可を付与

書き込み

ConfirmSignUp
CreateGroup

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 350)
aws:TagKeys (p. 350)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 350)

ユーザープールアプリケーショ
CreateUserPoolClient
ンクライアントを作成するアク
セス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールドメインを追加
CreateUserPoolDomain
するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

DeleteGroup

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールから ID プロバイ
DeleteIdentityProvider
ダーを削除するアクセス許可を
付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールから OAuth 2.0
DeleteResourceServer
リソースサーバーを削除するア
クセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

空のユーザープールグループを
削除するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteUser

ユーザーが自身を削除すること
を許可

書き込み

ユーザーの属性を削除します。
DeleteUserAttributes

書き込み

ユーザープールを削除するアク
DeleteUserPool セス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールアプリケーショ
DeleteUserPoolClient
ンクライアントを削除するアク
セス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールドメインを削除
DeleteUserPoolDomain
するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープール ID プロバイダー
DescribeIdentityProvider
を記述するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

OAuth 2.0 リソースサーバーを記
DescribeResourceServer
述するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープールとアプリケー
DescribeRiskConfiguration
ションクライアントのリスク設
定を記述するアクセス許可を付
与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザーインポートジョブを記
DescribeUserImportJob
述するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープールを記述するアク
DescribeUserPoolセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープールアプリケーショ
DescribeUserPoolClient
ンクライアントを記述するアク
セス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープールドメインを記述
DescribeUserPoolDomain
するアクセス許可を付与

読み取り

AWS WAF ウェブ ACL へのユー
DisassociateWebACL
ザープールの関連付けを解除す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

ForgetDevice

書き込み

指定したデバイスを消去しま
す。

この API を呼び出すと、ユー
ForgotPassword ザーのパスワードを変更するた
めに必要な確認コードとともに
メッセージがエンドユーザーに
送信されます。
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依存アク
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザーインポート .csv ファイ
GetCSVHeader ルのヘッダーを生成するアクセ
ス許可を付与

読み取り

GetDevice

デバイスを取得します。

読み取り

GetGroup

ユーザープールグループを記述
するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープール IdP 識別子を IdP
GetIdentityProviderByIdentifier
名に関連付けるアクセス許可を
付与

読み取り

userpool* (p. 350)

ユーザープールの署名証明書を
GetSigningCertificate
検索するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

アプリケーションクライアント
GetUICustomization
のホストされている UI の UI カ
スタマイズ情報を取得するアク
セス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

GetUser

ユーザー属性およびユーザーの
メタデータを取得します。

読み込み

指定した属性名のユーザー属性
GetUserAttributeVerificationCode
検証コードを取得します。

読み取り

ユーザープールの MFA 設定を検
GetUserPoolMfaConfig
索するアクセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

Amazon Cognito ユーザープー
GetWebACLForResource
ルに関連付けられている AWS
[アクセス許可
WAF ウェブ ACL を取得するア
のみ]
クセス許可を付与

読み取り

userpool* (p. 350)

GlobalSignOut

すべてのデバイスからユーザー
をサインアウトします。

書き込み

InitiateAuth

認証フローを開始します。

書き込み

ListDevices

デバイスを一覧表示します。

リスト

ListGroups

ユーザープール内のすべてのグ
ループを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザープール内のすべての ID
ListIdentityProviders
プロバイダーを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザープール内のすべてのリ
ListResourceServers
ソースサーバーを一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS WAF ウェブ ACL に関連付
ListResourcesForWebACL
けられているユーザープールを
[アクセス許可
一覧表示するアクセス許可を付
のみ]
与

リスト

webacl* (p. 350)

Amazon Cognito ユーザープール
ListTagsForResource
に割り当てられているタグを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

userpool (p. 350)

すべてのユーザーインポート
ListUserImportJobs
ジョブを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザープール内のすべてのア
ListUserPoolClients
プリケーションクライアントを
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

userpool* (p. 350)

ListUserPools

すべてのユーザープールを一覧
表示するアクセス許可を付与

リスト

ListUsers

すべてのユーザープールのユー
ザーを一覧表示するアクセス許
可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

グループ内のユーザーを一覧表
ListUsersInGroup 示するアクセス許可を付与

リスト

userpool* (p. 350)

ユーザープールの特定のユー
ResendConfirmationCode
ザーに確認を再送信します (登録
の確認用)。

書き込み

認証チャレンジに応答します。
RespondToAuthChallenge

書き込み

RevokeToken

指定した更新トークンによっ
て生成されたすべてのアクセス
トークンを取り消します。

書き込み

ユーザープールとアプリケー
SetRiskConfiguration
ションクライアントのリスク設
定をするアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

アプリケーションクライアント
SetUICustomization
のホストされた UI をカスタマイ
ズするアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープールのユーザーに
SetUserMFAPreference
MFA を設定します。

書き込み

ユーザープールの設定をするア
SetUserPoolMfaConfig
クセス許可を付与

書き込み

多要素認証 (MFA) などのユー
SetUserSettings ザー設定を行います。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SignUp

指定したユーザープールにユー
ザーを登録し、ユーザー名、パ
スワード、およびユーザー属性
を作成します。

書き込み

ユーザーインポートジョブを開
StartUserImportJob
始するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザーインポートジョブを停
StopUserImportJob
止するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

TagResource

タグ付け

userpool (p. 350)

ユーザープールにタグ付けする
アクセス許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 350)
aws:TagKeys (p. 350)

ユーザープールからタグを削除
UntagResource するアクセス許可を付与

タグ付け

userpool (p. 350)

ユーザー認証イベントのフィー
UpdateAuthEventFeedback
ドバックを更新します。

書き込み

デバイスステータスを更新しま
UpdateDeviceStatus
す。

書き込み

UpdateGroup

グループの設定を更新するアク
セス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

ユーザープール IdP の設定を更
UpdateIdentityProvider
新するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

OAuth 2.0 リソースサーバーの設
UpdateResourceServer
定を更新するアクセス許可を付
与

書き込み

userpool* (p. 350)

特定の属性の更新をユーザーに
UpdateUserAttributes
許可します (一度に 1 つ)。

書き込み

ユーザープールの設定を更新す
UpdateUserPool るアクセス許可を付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 350)
userpool* (p. 350)

userpool* (p. 350)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 350)
aws:TagKeys (p. 350)

ユーザープールクライアントを
UpdateUserPoolClient
更新するアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

カスタムドメインの証明書を置
UpdateUserPoolDomain
き換えるアクセス許可を付与

書き込み

userpool* (p. 350)

349

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザーの入力された TOTP
VerifySoftwareToken
コードを登録し、成功した場
合は、ユーザーのソフトウェア
トークン MFA ステータスを検証
済みとしてマークします。

書き込み

1 回限りの検証コードを使用して
VerifyUserAttributeユーザー属性を検証します。

書き込み

依存アク
ション

Amazon Cognito ユーザープールで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 342)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

userpool

arn:${Partition}:cognito-idp:${Region}:
${Account}:userpool/${UserPoolId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 350)

webacl

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
${Scope}/webacl/${Name}/${Id}

Amazon Cognito ユーザープールの条件キー
Amazon Cognito ユーザープールは、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエストに存在するキーによってアクセスをフィルタリン
グします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Comprehend のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon Comprehend (サービスプレフィックス: comprehend) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Comprehend で定義されるアクション (p. 351)
• Amazon Comprehend で定義されるリソースタイプ (p. 363)
• Amazon Comprehend の条件キー (p. 364)

Amazon Comprehend で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テキストドキュメントのリスト
BatchDetectDominantLanguage
内で言語を検出する許可を付与

読み込み

指定されたテキストドキュメ
BatchDetectEntities
ントのリスト内で名前付きエン
ティティ (「人物」、「場所」、
「位置」など) を検出する許可を
付与

読み込み

テキストドキュメントのリスト
BatchDetectKeyPhrases
内で内容を最もよく表すフレー
ズを検出する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドキュメントのリスト内でテキ
BatchDetectSentiment
ストの感情 (肯定的、否定的、中
立、混在) を検出する許可を付与

読み込み

テキストドキュメントのリスト
BatchDetectSyntax
内で構文情報 (品詞、トークンな
ど) を検出する許可を付与

読み取り

指定されたテキストドキュメン
BatchDetectTargetedSentiment
トのリスト内で特定のエンティ
ティ (ブランドや製品など) に関
連付けられた感情を検出するア
クセス許可を付与

読み取り

以前に作成されたトレーニング
ClassifyDocument済みカスタムモデルとエンドポ
イントを使用して、1 つのドキュ
メントをリアルタイムで分析す
るための新しいドキュメント分
類リクエストを作成する許可を
付与

読み込み

特定の文書内の個人識別可能情
ContainsPiiEntities報をリアルタイムで分類するア
クセス許可を付与

読み込み

ドキュメントの分類に使用でき
CreateDocumentClassifier
る新しいドキュメント分類子を
作成するアクセスを付与

書き込み

依存アク
ション

documentclassifierendpoint* (p. 363)

documentclassifier* (p. 363)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:ModelKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
以前にトレーニングされたカス
CreateEndpoint タムモデルの同期推論用にモデ
ル固有のエンドポイントを作成
する許可を付与

書き込み

documentclassifier* (p. 363)
documentclassifierendpoint* (p. 363)
entityrecognizer* (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

entityrecognizerendpoint* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
送信されたファイルを使用して
CreateEntityRecognizer
エンティティレコグナイザーを
作成する許可を付与

書き込み

entityrecognizer* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:ModelKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
以前に作成したドキュメント分
DeleteDocumentClassifier
類子を削除する許可を付与

書き込み

documentclassifier* (p. 363)

以前にトレーニングされたカス
タムモデルの固有のエンドポイ
ントを削除する許可を付与。モ
デルを削除するには、すべての
エンドポイントを削除する必要
があります。

書き込み

documentclassifierendpoint* (p. 363)

送信されたエンティティレコグ
DeleteEntityRecognizer
ナイザーを削除するアクセスを
付与

書き込み

entityrecognizer* (p. 364)

リソースからポリシーを削除す
DeleteResourcePolicy
る許可を付与

書き込み

documentclassifier* (p. 363)

DeleteEndpoint

entityrecognizerendpoint* (p. 364)

entityrecognizer* (p. 364)
ドキュメント分類ジョブに関連
DescribeDocumentClassificationJob
付けられたプロパティを取得す
る許可を付与

読み込み

documentclassificationjob* (p. 364)

ドキュメント分類子に関連付け
DescribeDocumentClassifier
られたプロパティを取得する許
可を付与

読み込み

documentclassifier* (p. 363)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

主要言語検出ジョブに関連付け
DescribeDominantLanguageDetectionJob
られたプロパティを取得する許
可を付与

読み込み

dominantlanguagedetectionjob* (p. 364)

特定のエンドポイントに関連付
DescribeEndpoint けられたプロパティを取得する
許可を付与。このオペレーショ
ンを使用して、エンドポイント
のステータスを取得します。

読み込み

documentclassifierendpoint* (p. 363)

エンティティ検出ジョブに関連
DescribeEntitiesDetectionJob
付けられたプロパティを取得す
る許可を付与

読み込み

entitiesdetectionjob* (p. 364)

エンティティレコグナイザーに
DescribeEntityRecognizer
関する詳細 (ステータス、トレー
ニングデータを含む S3 バケッ
ト、レコグナイザーのメタデー
タ、メトリクスなど) を提供する
許可を付与

読み込み

entityrecognizer* (p. 364)

イベント検出ジョブに関連付け
DescribeEventsDetectionJob
られたプロパティを取得するア
クセス許可を付与

読み込み

eventsdetectionjob* (p. 364)

キーフレーズ検出ジョブに関連
DescribeKeyPhrasesDetectionJob
付けられたプロパティを取得す
る許可を付与

読み込み

keyphrasesdetectionjob* (p. 364)

PII エンティティ検出ジョブに関
DescribePiiEntitiesDetectionJob
連付けられたプロパティを取得
する許可を付与

読み込み

pii-entitiesdetectionjob* (p. 364)

リソースに添付されたポリシー
DescribeResourcePolicy
の読み取り許可を付与

読み込み

documentclassifier* (p. 363)

entityrecognizerendpoint* (p. 364)

entityrecognizer* (p. 364)
感情検出ジョブに関連付けられ
DescribeSentimentDetectionJob
たプロパティを取得する許可を
付与

読み込み

sentimentdetectionjob* (p. 364)

対象の感情検出ジョブに関連付
DescribeTargetedSentimentDetectionJob
けられたプロパティを取得する
アクセス許可を付与

読み込み

targetedsentimentdetectionjob* (p. 363)

トピック検出ジョブに関連付け
DescribeTopicsDetectionJob
られたプロパティを取得する許
可を付与

読み込み

topicsdetectionjob* (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テキスト内で言語を検出する許
DetectDominantLanguage
可を付与

読み込み

DetectEntities

読み込み

指定されたテキストドキュメン
ト内で名前付きエンティティ
(「人物」、「場所」、「位置」
など) を検出する許可を付与

テキスト内で内容を最もよく表
DetectKeyPhrasesすフレーズを検出する許可を付
与

読み込み

指定されたテキストドキュメ
DetectPiiEntities ント内で個人を特定できる情
報エンティティ (「名前」、
「SSN」、「PIN」など) を検出
する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

entityrecognizerendpoint (p. 364)

ドキュメント内でテキストの感
読み込み
DetectSentiment 情 (肯定的、否定的、中立、混在)
を検出する許可を付与
DetectSyntax

テキストドキュメント内で構文
情報 (品詞、トークンなど) を検
出する許可を付与

読み取り

ドキュメント内で特定のエン
DetectTargetedSentiment
ティティ (ブランドや製品など)
に関連付けられた感情を検出す
るアクセス許可を付与

読み取り

ImportModel

書き込み

トレーニング済みの
Comprehend モデルをインポー
トするための許可を付与

documentclassifier* (p. 363)
entityrecognizer* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:ModelKmsKey (p. 365)

送信したドキュメント分類ジョ
ListDocumentClassificationJobs
ブのリストを取得する許可を付
与

読み込み

作成したドキュメント分類子の
ListDocumentClassifierSummaries
概要のリストを取得する許可を
付与

読み込み

作成したドキュメント分類子の
ListDocumentClassifiers
リストを取得する許可を付与

読み込み

355

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Comprehend

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信した主要言語検出ジョブの
ListDominantLanguageDetectionJobs
リストを取得する許可を付与

読み込み

ListEndpoints

作成した既存のすべてのエンド
ポイントのリストを取得する許
可を付与

読み込み

送信したエンティティ検出ジョ
ListEntitiesDetectionJobs
ブのリストを取得する許可を付
与

読み込み

作成したドキュメント認識機能
ListEntityRecognizerSummaries
の概要のリストを取得する許可
を付与

読み込み

作成したすべてのエンティティ
ListEntityRecognizers
レコグナイザー (現在トレーニン
グ中のレコグナイザーを含む) の
プロパティのリストを取得する
許可を付与

読み込み

送信したイベント検出ジョブの
ListEventsDetectionJobs
リストを取得するアクセス許可
を付与

読み込み

ユーザーによって送信された
ListKeyPhrasesDetectionJobs
キーフレーズ検出ジョブのリス
トを取得する許可を付与

読み込み

送信した PII エンティティ検出
ListPiiEntitiesDetectionJobs
ジョブのリストを取得する許可
を付与

読み込み

送信した感情検出ジョブのリス
ListSentimentDetectionJobs
トを取得する許可を付与

読み込み

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

documentclassificationjob (p. 364)
documentclassifier (p. 363)
documentclassifierendpoint (p. 363)
dominantlanguagedetectionjob (p. 364)
entitiesdetectionjob (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
entityrecognizer (p. 364)
entityrecognizerendpoint (p. 364)
eventsdetectionjob (p. 364)
keyphrasesdetectionjob (p. 364)
pii-entitiesdetectionjob (p. 364)
sentimentdetectionjob (p. 364)
targetedsentimentdetectionjob (p. 363)
topicsdetectionjob (p. 364)

送信した対象の感情検出ジョブ
ListTargetedSentimentDetectionJobs
のリストを取得するアクセス許
可を付与

読み込み

送信したトピック検出ジョブの
ListTopicsDetectionJobs
リストを取得する許可を付与

読み込み

リソースにポリシーを添付する
PutResourcePolicy
許可を付与

書き込み

documentclassifier* (p. 363)
entityrecognizer* (p. 364)

非同期ドキュメント分類ジョブ
StartDocumentClassificationJob
を開始する許可を付与

書き込み

documentclassificationjob* (p. 364)
documentclassifier* (p. 363)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
ドキュメントのコレクションに
StartDominantLanguageDetectionJob
対して非同期主要言語検出ジョ
ブを開始する許可を付与

書き込み

dominantlanguagedetectionjob* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
ドキュメントのコレクションに
StartEntitiesDetectionJob
対して非同期エンティティ検出
ジョブを開始する許可を付与

書き込み

entitiesdetectionjob* (p. 364)
entityrecognizer (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
ドキュメントのコレクションに
StartEventsDetectionJob
対して非同期イベント検出ジョ
ブを開始する許可を付与
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書き込み

eventsdetectionjob* (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)
ドキュメントのコレクションに
StartKeyPhrasesDetectionJob
対する非同期キーフレーズ検出
ジョブを開始する許可を付与

書き込み

keyphrasesdetectionjob* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
ドキュメントのコレクションに
StartPiiEntitiesDetectionJob
対する非同期 PII エンティティ検
出ジョブを開始する許可を付与

書き込み

pii-entitiesdetectionjob* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

ドキュメントのコレクションに
StartSentimentDetectionJob
対する非同期感情検出ジョブを
開始する許可を付与

書き込み

sentimentdetectionjob* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドキュメントのコレクションに
StartTargetedSentimentDetectionJob
対する対象の非同期感情検出
ジョブを開始するアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

targetedsentimentdetectionjob* (p. 363)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
非同期ジョブを開始し、ドキュ
StartTopicsDetectionJob
メントのコレクション内で最も
一般的なトピックと、各トピッ
クに関連したフレーズを検出す
る許可を付与

書き込み

topicsdetectionjob* (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
comprehend:VolumeKmsKey (p. 365)
comprehend:OutputKmsKey (p. 365)

comprehend:VpcSecurityGroupIds (p. 3
comprehend:VpcSubnets (p. 365)
主要言語検出ジョブを停止する
StopDominantLanguageDetectionJob
許可を付与

書き込み

dominantlanguagedetectionjob* (p. 364)

エンティティ検出ジョブを停止
StopEntitiesDetectionJob
する許可を付与

書き込み

entitiesdetectionjob* (p. 364)

イベント検出ジョブを停止する
StopEventsDetectionJob
アクセス許可を付与

書き込み

eventsdetectionjob* (p. 364)

キーフレーズ検出ジョブを停止
StopKeyPhrasesDetectionJob
する許可を付与

書き込み

keyphrasesdetectionjob* (p. 364)

PII エンティティ検出ジョブを停
StopPiiEntitiesDetectionJob
止する許可を付与

書き込み

pii-entitiesdetectionjob* (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

感情検出ジョブを停止する許可
StopSentimentDetectionJob
を付与

書き込み

sentimentdetectionjob* (p. 364)

対象の感情検出ジョブを停止す
StopTargetedSentimentDetectionJob
るアクセス許可を付与

書き込み

targetedsentimentdetectionjob* (p. 363)

以前に作成したドキュメント分
StopTrainingDocumentClassifier
類子トレーニングジョブを停止
する許可を付与

書き込み

documentclassifier* (p. 363)

以前に作成されたエンティティ
StopTrainingEntityRecognizer
レコグナイザーのトレーニング
ジョブを停止する許可を付与

書き込み

entityrecognizer* (p. 364)

TagResource

タグ付け

documentclassificationjob (p. 364)

指定されたキーと値のペアでリ
ソースにタグを付けるアクセス
許可を付与

documentclassifier (p. 363)
documentclassifierendpoint (p. 363)
dominantlanguagedetectionjob (p. 364)
entitiesdetectionjob (p. 364)
entityrecognizer (p. 364)
entityrecognizerendpoint (p. 364)
eventsdetectionjob (p. 364)
keyphrasesdetectionjob (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

pii-entitiesdetectionjob (p. 364)
sentimentdetectionjob (p. 364)
targetedsentimentdetectionjob (p. 363)
topicsdetectionjob (p. 364)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
指定されたキーでリソースのタ
UntagResource グを削除する許可を付与

タグ付け

documentclassificationjob (p. 364)
documentclassifier (p. 363)
documentclassifierendpoint (p. 363)
dominantlanguagedetectionjob (p. 364)
entitiesdetectionjob (p. 364)
entityrecognizer (p. 364)
entityrecognizerendpoint (p. 364)
eventsdetectionjob (p. 364)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

keyphrasesdetectionjob (p. 364)
pii-entitiesdetectionjob (p. 364)
sentimentdetectionjob (p. 364)
targetedsentimentdetectionjob (p. 363)
topicsdetectionjob (p. 364)
aws:TagKeys (p. 365)
指定されたエンドポイントに関
UpdateEndpoint する情報を更新する許可を付与

書き込み

documentclassifierendpoint* (p. 363)
entityrecognizerendpoint* (p. 364)

Amazon Comprehend で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 351)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

targetedsentimentdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:targeted-sentiment-detection-job/
${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

documentclassifier

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:document-classifier/
${DocumentClassifierName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

documentclassifierendpoint

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:document-classifier-endpoint/
${DocumentClassifierEndpointName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)
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リソースタイプ ARN

条件キー

entityrecognizer

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:entity-recognizer/
${EntityRecognizerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

entityrecognizerendpoint

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:entity-recognizer-endpoint/
${EntityRecognizerEndpointName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

dominantlanguagedetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:dominant-language-detection-job/
${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

entitiesdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:entities-detection-job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

pii-entitiesdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:pii-entities-detection-job/
${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

eventsdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:events-detection-job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

key-phrasesdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:key-phrases-detection-job/
${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

sentimentdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:sentiment-detection-job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

topicsdetection-job

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:topics-detection-job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

documentclassificationjob

arn:${Partition}:comprehend:${Region}:
${Account}:document-classification-job/
${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 364)

Amazon Comprehend の条件キー
Amazon Comprehend では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リソース作成リクエストに含まれるタグ値を要求すること
で、アクセスをフィルタします

文字列

リソースに関連付けられたタグ値を要求することで、アクセ
スをフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエストに必須タグの存在を要求することで、アクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたモデル KMS キー
comprehend:ModelKmsKey
によってアクセスをフィルタリングします。

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられた出力 KMS キーに
comprehend:OutputKmsKey
よってアクセスをフィルタリングします。

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたボリューム KMS
comprehend:VolumeKmsKey
キーによってアクセスをフィルタリングします。

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべての VPC セ
comprehend:VpcSecurityGroupIds
キュリティグループ ID のリストによってアクセスをフィルタ
リング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべての VPC サブ ArrayOfString
comprehend:VpcSubnets
ネットのリストによってアクセスをフィルタリング

Amazon Comprehend Medical のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Comprehend Medical (サービスプレフィックス: comprehendmedical) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Comprehend Medical で定義されるアクション (p. 365)
• Amazon Comprehend Medical で定義されるリソースタイプ (p. 368)
• Amazon Comprehend Medical の条件キー (p. 368)

Amazon Comprehend Medical で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて

365

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Comprehend Medical

います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信した医療エンティティ検出
DescribeEntitiesDetectionV2Job
ジョブのプロパティを記述する
許可を付与

Read

送信した ICD-10-CM リンクジョ
DescribeICD10CMInferenceJob
ブのプロパティを記述する許可
を付与

Read

送信した PHI エンティティ検出
DescribePHIDetectionJob
ジョブのプロパティを記述する
許可を付与

Read

送信した RxNorm リンクジョブ
DescribeRxNormInferenceJob
のプロパティを記述する許可を
付与

読み取り

送信した SNOMED-CT リンク
DescribeSNOMEDCTInferenceJob
ジョブのプロパティを記述する
許可を付与

読み取り

指定された医療機関、および特
DetectEntitiesV2 定のテキストドキュメント内の
それらの関係と特性を検出する
許可を付与

Read

DetectPHI

指定されたテキストドキュメン
ト内の保護されるべき医療情報
(PHI) エンティティを検出する許
可を付与

Read

InferICD10CM

指定されたテキストドキュメン
ト内の病状エンティティを検出
し、ICD-10-CM コードにリンク
する許可を付与

Read

InferRxNorm

指定されたテキストドキュメン
ト内の薬剤エンティティを検出
し、それを米国国立医学図書館
の RxNorm データベースからの
RxCUI 概念識別子にリンクする
許可を付与

読み取り

指定されたテキストドキュメン
InferSNOMEDCT ト内の病状、解剖学、検査、
治療、およびプロシージャエン
ティティを検出し、SNOMEDCT コードにリンクする許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信した医療エンティティ検出
ListEntitiesDetectionV2Jobs
ジョブを一覧表示する許可を付
与

Read

送信した ICD-10-CM リンクジョ
ListICD10CMInferenceJobs
ブを一覧表示する許可を付与

Read

送信した PHI エンティティ検出
ListPHIDetectionJobs
ジョブを一覧表示する許可を付
与

Read

送信した RxNorm リンクジョブ
ListRxNormInferenceJobs
を一覧表示する許可を付与

読み取り

送信した SNOMED-CT リンク
ListSNOMEDCTInferenceJobs
ジョブを一覧表示する許可を付
与

読み取り

ドキュメントのコレクションに
StartEntitiesDetectionV2Job
対して非同期医療エンティティ
検出ジョブを開始する許可を付
与

Write

ドキュメントのコレクションに
StartICD10CMInferenceJob
対して非同期 ICD-10-CM リンク
ジョブを開始する許可を付与

Write

ドキュメントのコレクションに
StartPHIDetectionJob
対して非同期 PHI エンティティ
検出ジョブを開始する許可を付
与

Write

ドキュメントのコレクションに
StartRxNormInferenceJob
対して非同期 RxNorm リンク
ジョブを開始する許可を付与

書き込み

ドキュメントのコレクションに
StartSNOMEDCTInferenceJob
対して非同期 SNOMED-CT リン
クジョブを開始する許可を付与

書き込み

エンティティ検出ジョブを停止
StopEntitiesDetectionV2Job
する許可を付与

Write

ICD-10-CM リンクジョブを停止
StopICD10CMInferenceJob
する許可を付与

Write

PHI エンティティ検出ジョブを停 Write
StopPHIDetectionJob
止する許可を付与
RxNorm リンクジョブを停止する 書き込み
StopRxNormInferenceJob
許可を付与
SNOMED-CT リンクジョブを停
StopSNOMEDCTInferenceJob
止する許可を付与
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Amazon Comprehend Medical で定義されるリソースタイプ
Amazon Comprehend Medical では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートされていません。Amazon Comprehend Medical へのアクセスを許可するには、ポリ
シーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon Comprehend Medical の条件キー
Amazon Comprehend Medical では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:SourceArn

リクエスト内のタグキーのプレゼンスによってアクセスを
フィルタリングします

文字列

aws:SourceVpc

リクエスト内のタグキーのプレゼンスによってアクセスを
フィルタリングします

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスによってアクセスを
フィルタリングします

文字列

AWS Compute Optimizer のアクション、リソース、
条件キー
AWS Compute Optimizer (サービスプレフィックス: compute-optimizer) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Compute Optimizer で定義されるアクション (p. 368)
• AWS Compute Optimizer で定義されるリソースタイプ (p. 370)
• AWS Compute Optimizer の条件キー (p. 370)

AWS Compute Optimizer で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レコメンデーション優先権を削
DeleteRecommendationPreferences
除するアクセス許可を付与

書き込み

推奨事項エクスポートジョブの
DescribeRecommendationExportJobs
ステータスを表示するアクセス
許可を付与

リスト

指定されたアカウントの
ExportAutoScalingGroupRecommendations
autoscaling グループ推奨事項を
S3 にエクスポートするアクセス
許可を付与

Write

提供されたアカウントについて
ExportEBSVolumeRecommendations
の EBS ボリューム推奨事項を
S3 にエクスポートする許可を付
与

Write

提供されたアカウントについて
ExportEC2InstanceRecommendations
の EC2 インスタンス推奨事項を
S3 にエクスポートするアクセス
許可を付与

Write

依存アク
ション

computeautoscaling:DescribeAutoS
optimizer:ResourceType (p. 371)
ec2:DescribeInstances

autoscaling:DescribeAutoS

computeoptimizer:GetAutoScalingG

computeoptimizer:GetEBSVolumeR
ec2:DescribeVolumes

computeoptimizer:GetEC2Instance
ec2:DescribeInstances

提供されたアカウントについて
Write
ExportLambdaFunctionRecommendations
の Lambda 関数推奨事項を S3 に
エクスポートする許可を付与

computeoptimizer:GetLambdaFunc
lambda:ListFunctions

lambda:ListProvisionedCo
提供された autoscaling グループ
GetAutoScalingGroupRecommendations
についての推奨事項を取得する
アクセス許可を付与

リスト

autoscaling:DescribeAutoS

提供された EBS グループについ
GetEBSVolumeRecommendations
ての推奨事項を取得するアクセ
ス許可を付与

リスト

ec2:DescribeVolumes

提供された EC2 インスタンスに
GetEC2InstanceRecommendations
ついての推奨事項を取得するア
クセス許可を付与

リスト

ec2:DescribeInstances
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定したインスタンスについて
GetEC2RecommendationProjectedMetrics
の推奨予測を取得するアクセス
許可を付与

リスト

ec2:DescribeInstances

有効な推奨設定を取得するアク
GetEffectiveRecommendationPreferences
セス許可を付与

読み取り

computeautoscaling:DescribeAutoS
optimizer:ResourceType (p. 371)
autoscaling:DescribeAutoS
ec2:DescribeInstances

指定したアカウントの登録ス
GetEnrollmentStatus
テータスを取得するアクセス許
可を付与

リスト

組織のメンバーアカウントの登
GetEnrollmentStatusesForOrganization
録ステータスを取得する許可を
付与

リスト

提供された lambda 関数について
GetLambdaFunctionRecommendations
の推奨事項を取得するアクセス
許可を付与

リスト

レコメンデーションレポートを
GetRecommendationPreferences
取得するアクセス許可を付与

読み取り

指定したアカウントについての
GetRecommendationSummaries
推奨概要の概要を取得するアク
セス許可を付与

リスト

レコメンデーション設定を設定
PutRecommendationPreferences
するアクセス許可を付与

書き込み

lambda:ListFunctions

lambda:ListProvisionedCo
computeoptimizer:ResourceType (p. 371)

computeautoscaling:DescribeAutoS
optimizer:ResourceType (p. 371)
autoscaling:DescribeAutoS
ec2:DescribeInstances

登録ステータスを更新するアク
UpdateEnrollmentStatus
セス許可を付与

Write

AWS Compute Optimizer で定義されるリソースタイプ
AWS Compute Optimizer では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。AWS Compute Optimizer へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

AWS Compute Optimizer の条件キー
AWS Compute Optimizerでは、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

computeリソース所有者の アカウント ID でアクセスをフィルタリン
optimizer:ResourceType
グします

文字列

AWS Config のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Config (サービスプレフィックス: config) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Config で定義されるアクション (p. 371)
• AWS Config で定義されるリソースタイプ (p. 379)
• AWS Config の条件キー (p. 380)

AWS Config で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Config アグリゲータに存在
BatchGetAggregateResourceConfig
するリソースの現在の設定項目
を返すアクセス許可を付与しま
す
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

要求された 1 つまたは複数のリ
BatchGetResourceConfig
ソースの現在の設定を返すアク
セス許可を付与します

読み込み

指定されたリージョン内の指定
DeleteAggregationAuthorization
された設定アグリゲータアカウ
ントに付与されているアクセス
承認を削除します

書き込み

AggregationAuthorization* (p. 380)

指定された AWS Config ルール
DeleteConfigRule とそのすべての評価結果を削除
するアクセス許可を付与します

書き込み

ConfigRule* (p. 380)

指定された設定アグリゲータと
DeleteConfigurationAggregator
そのアグリゲータに関連付けら
れている集約データを削除する
許可を付与

書き込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

設定レコーダーを削除する許可
DeleteConfigurationRecorder
を付与

書き込み

指定されたコンフォーマンス
DeleteConformancePack
パック、およびそのコンフォー
マンスパック内のすべての AWS
Config ルールとすべての評価結
果を削除するアクセス許可を付
与します

書き込み

配信チャネルを削除する許可を
DeleteDeliveryChannel
付与

書き込み

指定された Config ルールの評価
DeleteEvaluationResults
結果を削除する許可を付与

書き込み

指定された組織設定ルールと、
DeleteOrganizationConfigRule
その組織内のすべてのメンバー
アカウントの評価結果を削除す
る許可を付与

書き込み

指定された組織コンフォーマン
DeleteOrganizationConformancePack
スパックと、その組織内のすべ
てのメンバーアカウントの評価
結果を削除する許可を付与

書き込み

指定されたリージョン内の指定
DeletePendingAggregationRequest
されたアグリゲータアカウント
の保留中の権限リクエストを削
除する許可を付与

書き込み

修正設定を削除する許可を付与
DeleteRemediationConfiguration

書き込み
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ConfigRule* (p. 380)

RemediationConfiguration* (p. 380)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

特定の AWS Config ルールの特
DeleteRemediationExceptions
定のリソースキーに対する 1 つ
または複数の修正例外を削除す
るアクセス許可を付与します

書き込み

削除されたカスタムリソースの
DeleteResourceConfig
設定状態を記録する許可を付与

書き込み

保持存設定を削除する許可を付
DeleteRetentionConfiguration
与

書き込み

AWS リージョン の AWS アカウ
DeleteStoredQuery
ント 用に保存されたクエリを削
除するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

指定された配信チャネルの
DeliverConfigSnapshot
Amazon S3 バケットへの設定
スナップショットの配信をスケ
ジュールする許可を付与

読み込み

準拠および非準拠ルールのリ
DescribeAggregateComplianceByConfigRules
ソース数で準拠および非準拠
ルールに返すアクセス許可を付
与します

読み込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

各コンフォーマンスパック内の
読み込み
DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
準拠ルール数、非準拠ルール、
および合計ルール数とともに、
準拠および非準拠の準拠パック
の一覧を返すアクセス許可を付
与します。

ConfigurationAggregator* (p. 380)

StoredQuery* (p. 380)

さまざまなアグリゲータアカウ
DescribeAggregationAuthorizations
ントおよびリージョンに付与さ
れた権限のリストを返すアクセ
ス許可を付与します。

リスト

指定された AWS Config ルール
DescribeComplianceByConfigRule
が準拠しているかどうかを示す
アクセス許可を付与します

読み込み

指定された AWS リソースが準拠
DescribeComplianceByResource
しているかどうかを示すアクセ
ス許可を付与します

読み込み

AWS 管理の Config ルールのス
DescribeConfigRuleEvaluationStatus
テータス情報を返すアクセス許
可を付与します

読み込み

ConfigRule* (p. 380)

AWS Config ルールの詳細を返す
DescribeConfigRules
アクセス許可を付与します

リスト

ConfigRule* (p. 380)
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ConfigRule* (p. 380)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アグリゲータ内のソースのス
DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
テータス情報を返すアクセス許
可を付与します

読み込み

1 つ以上の設定アグリゲータの詳
DescribeConfigurationAggregators
細を返すアクセス許可を付与し
ます。

リスト

指定された設定レコーダーの現
DescribeConfigurationRecorderStatus
在のステータスを返すアクセス
許可を付与します。

読み込み

指定された 1 つまたは複数の設
DescribeConfigurationRecorders
定レコーダーの名前を返すアク
セス許可を付与します

リスト

そのコンフォーマンスパック内
DescribeConformancePackCompliance
の各ルールのコンプライアンス
情報を返すアクセス許可を付与
します

読み込み

1 つまたは複数のコンフォーマン
DescribeConformancePackStatus
スパックの展開ステータスを提
供する許可を付与

読み込み

1 つまたは複数のコンフォーマン
DescribeConformancePacks
スパックのリストを返すアクセ
ス許可を付与します

リスト

指定された配信チャネルの現在
DescribeDeliveryChannelStatus
のステータスを返すアクセス許
可を付与します

読み込み

指定された配信チャネルの詳細
DescribeDeliveryChannels
を返すアクセス許可を付与しま
す。

リスト

組織の設定ルールの展開状態を
DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
提供する許可を付与

読み込み

組織設定ルールのリストを返す
DescribeOrganizationConfigRules
アクセス許可を付与します

リスト

組織のコンフォーマンスパック
DescribeOrganizationConformancePackStatuses
の展開ステータスを提供するた
めのアクセス許可を付与します

読み込み

組織のコンフォーマンスパック
DescribeOrganizationConformancePacks
のリストを返すアクセス許可を
付与します

リスト

保留中のすべてのアグリゲー
DescribePendingAggregationRequests
ションリクエストのリストを返
すアクセス許可を付与します

リスト
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依存アク
ション

ConfigurationAggregator* (p. 380)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

1 つまたは複数の修正設定の詳細
DescribeRemediationConfigurations
を返すアクセス許可を付与しま
す

リスト

1 つまたは複数の修正例外の詳細
DescribeRemediationExceptions
を返すアクセス許可を付与しま
す

リスト

状態、タイムスタンプ、失敗し
DescribeRemediationExecutionStatus
たステップのエラーメッセージ
など、一連のリソースに対する
修正実行の詳細ビューを提供し
ます

読み込み

1つ以上の保持設定の詳細を返す
DescribeRetentionConfigurations
アクセス許可を付与します

リスト

ルール内の特定のリソースの指
GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
定された AWS Config ルールの
評価結果を返すアクセス許可を
付与します

読み込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

アグリゲータ内の 1 つ以上のア
GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
カウントとリージョンに対する
準拠ルールおよび非準拠ルール
の数を返すアクセス許可を付与
します

読み込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

アグリゲータ内の 1 つ以上の
読み込み
GetAggregateConformancePackComplianceSummary
アカウントとリージョンに対す
る準拠コンフォーマンスパック
および非準拠コンフォーマンス
パックの数を返すアクセス許可
を付与します。

ConfigurationAggregator* (p. 380)

AWS Config アグリゲータに存在
GetAggregateDiscoveredResourceCounts
するアカウントとリージョン全
体のリソース数を返すアクセス
許可を付与します

読み込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

特定のソースアカウントとリー
GetAggregateResourceConfig
ジョンの特定のリソースに対し
てアグリゲートされた設定項目
を返すアクセス許可を付与しま
す

読み込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)

指定された AWS Config ルール
GetComplianceDetailsByConfigRule
の評価結果を返すアクセス許可
を付与します

読み込み

ConfigRule* (p. 380)

指定された AWS リソースの評価
GetComplianceDetailsByResource
結果を返すアクセス許可を付与
します

読み込み
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RemediationConfiguration* (p. 380)

RemediationConfiguration* (p. 380)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

準拠および非準拠の AWS Config
GetComplianceSummaryByConfigRule
ルールの数を返すアクセス許可
を付与します。それぞれのルー
ルは最大 25 個までです

読み込み

準拠しているリソースの数と準
GetComplianceSummaryByResourceType
拠していないリソースの数を返
すアクセス許可を付与します

読み込み

コンフォーマンスパックによっ
GetConformancePackComplianceDetails
てモニタリングされるすべての
AWS リソースのコンフォーマン
スパックのコンプライアンス詳
細を返すアクセス許可を付与し
ます

読み込み

1 つまたは複数のコンフォーマン
GetConformancePackComplianceSummary
スパックに対するコンプライア
ンス概要を提供する許可を付与

読み込み

AWS Config がこのリージョン
GetDiscoveredResourceCounts
で AWS アカウント について記
録しているリソースタイプ、各
リソースタイプの数、およびリ
ソースの総数を返すアクセス許
可を付与します

読み込み

特定の組織設定ルールについ
GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
て、組織内の各メンバーアカウ
ントの詳細なステータスを返す
アクセス許可を付与します

読み込み

特定の組織コンフォーマンス
GetOrganizationConformancePackDetailedStatus
パックについて、組織内の各
メンバーアカウントの詳細なス
テータスを返すアクセス許可を
付与します

読み込み

指定されたリソースの設定項目
GetResourceConfigHistory
のリストを返すアクセス許可を
付与します

読み込み

特定の保存されたクエリの詳細
GetStoredQuery を返すアクセス許可を付与しま
す

読み込み

StoredQuery* (p. 380)

リソースタイプを許容し、アカ
ListAggregateDiscoveredResources
ウントとリージョン全体で特定
のリソースタイプについてアグ
リゲートされたリソース識別子
を一覧表示する許可を付与

リスト

ConfigurationAggregator* (p. 380)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

リソースタイプを受け入れ、そ
ListDiscoveredResources
のタイプのリソースのリソース
識別子のリストを返すアクセス
許可を付与します

リスト

AWS リージョン の AWS アカウ
ListStoredQueriesント 用に保存されたクエリを一
覧表示するアクセス許可を付与
します

リスト

StoredQuery* (p. 380)

AWS Config リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示するアクセス許可を付与
します

読み込み

AggregationAuthorization (p. 380)
ConfigRule (p. 380)
ConfigurationAggregator (p. 380)

アグリゲータアカウントとリー
PutAggregationAuthorization
ジョンに、ソースアカウントと
リージョンからデータを収集す
る許可を付与

書き込み

AggregationAuthorization* (p. 380)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

PutConfigRule

AWS リソースが目的の設定に準
拠しているかどうかを評価する
AWS Config ルールを追加または
更新するアクセス許可を付与し
ます

選択したソースアカウントと
PutConfigurationAggregator
リージョンを使用して設定アグ
リゲータを作成および更新する
許可を付与

書き込み

ConfigRule* (p. 380)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

書き込み

ConfigurationAggregator* (p. 380)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

選択したリソース設定を記録す
PutConfigurationRecorder
る新しい設定レコーダーを作成
する許可を付与。

書き込み

コンフォーマンスパックを作成
PutConformancePack
または更新する許可を付与

書き込み

Amazon S3 バケットおよび
PutDeliveryChannel
Amazon SNS トピックに設定情
報を配信する配信チャネルオブ
ジェクトを作成する許可を付与

書き込み

PutEvaluations 評価結果を AWS Config に配信
するために AWS Lambda 関数に
より使用されるアクセス許可を
付与します

書き込み

評価結果を AWS Config に配信
PutExternalEvaluation
するアクセス許可を付与します

書き込み
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS リソースが目的の設定に
PutOrganizationConfigRule
準拠しているかどうかを評価す
る、組織全体の組織設定ルール
を追加または更新するアクセス
許可を付与します

書き込み

AWS リソースが目的の設定に
PutOrganizationConformancePack
準拠しているかどうかを評価す
る、組織全体の組織コンフォー
マンスパックを追加または更新
するアクセス許可を付与します

書き込み

選択されたターゲットまたはア
PutRemediationConfigurations
クションを使用して、修正設定
を特定の AWS Config ルールと
ともに追加または更新するアク
セス許可を付与します

書き込み

特定の AWS Config ルールの特
PutRemediationExceptions
定のリソースに対する修正例外
を追加または更新するアクセス
許可を付与します

書き込み

リクエストで提供されたリソー
PutResourceConfig
スの設定状態を記録する許可を
付与

書き込み

AWS Config が履歴情報を保存す
PutRetentionConfiguration
る保持期間 (日数) の詳細を含む
保持設定を作成および更新する
アクセス許可を付与します

書き込み

新しいクエリを保存する権限を
PutStoredQuery 付与するか、既存の保存された
クエリを更新する

書き込み

依存アク
ション

RemediationConfiguration*iam:PassRole
(p. 380)

StoredQuery* (p. 380)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

構造化クエリ言語 (SQL) の
SelectAggregateResourceConfig
SELECT コマンドとアグリゲー
タを受け入れて複数のアカウン
トおよびリージョンにまたがる
AWS リソースのクエリを実行す
るアクセス許可を付与し、対応
する検索を実行し、プロパティ
に一致するリソース設定を返し
ます

読み込み

構造化クエリ言語 (SQL) の
SelectResourceConfig
SELECT コマンドを受け入れ、
対応する検索を実行し、プロパ
ティに一致するリソース設定を
返すアクセス許可を付与します

読み込み
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Config ルールに対して
StartConfigRulesEvaluation
リソースを評価する許可を付与

書き込み

AWS アカウント に記録するよう
StartConfigurationRecorder
に選択した AWS リソースの記録
設定を開始するアクセス許可を
付与します

書き込み

最後の既知の修正設定に対し
StartRemediationExecution
て、指定された AWS Config
ルールのオンデマンド修正を実
行するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

AWS アカウント に記録するよう
StopConfigurationRecorder
に選択した AWS リソースの記録
設定を停止するアクセス許可を
付与します

書き込み

TagResource

指定された resourceRN のリソー タグ付け
スに指定されたタグを関連付け
るアクセス許可を付与します

依存アク
ション

ConfigRule* (p. 380)

RemediationConfiguration*iam:PassRole
(p. 380)

AggregationAuthorization (p. 380)
ConfigRule (p. 380)
ConfigurationAggregator (p. 380)
ConformancePack (p. 380)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

AggregationAuthorization (p. 380)
ConfigRule (p. 380)
ConfigurationAggregator (p. 380)
ConformancePack (p. 380)
aws:TagKeys (p. 380)

AWS Config で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 371)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Config

リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:config:${Region}:
AggregationAuthorization
${Account}:aggregation-authorization/
${AggregatorAccount}/${AggregatorRegion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 380)

arn:${Partition}:config:${Region}:
ConfigurationAggregator
${Account}:config-aggregator/${AggregatorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 380)

ConfigRule

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 380)

arn:${Partition}:config:${Region}:
${Account}:config-rule/${ConfigRuleId}

arn:${Partition}:config:${Region}:
ConformancePack${Account}:conformance-pack/
${ConformancePackName}/${ConformancePackId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 380)

arn:${Partition}:config:${Region}:
OrganizationConfigRule
${Account}:organization-config-rule/
${OrganizationConfigRuleId}
arn:${Partition}:config:${Region}:
OrganizationConformancePack
${Account}:organization-conformance-pack/
${OrganizationConformancePackId}
arn:${Partition}:config:${Region}:
RemediationConfiguration
${Account}:remediation-configuration/
${RemediationConfigurationId}
StoredQuery

arn:${Partition}:config:${Region}:
${Account}:stored-query/${StoredQueryName}/
${StoredQueryId}

AWS Config の条件キー
AWS Config では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Connect

Amazon Connect のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Connect (サービスプレフィックス: connect) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Connect で定義されるアクション (p. 381)
• Amazon Connect で定義されるリソースタイプ (p. 406)
• Amazon Connect の条件キー (p. 408)

Amazon Connect で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の Amazon Connect インス
AssociateApprovedOrigin
タンスに承認済みオリジンを関
連付けるアクセス許可を付与

書き込み

AssociateBot

書き込み

既存の Amazon Connect インス
タンスに Lex ボットを関連付け
るアクセス許可を付与

依存アク
ション

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy

lex:CreateResourcePolicy
lex:DescribeBotAlias
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション
lex:GetBot

lex:UpdateResourcePolicy
connect:InstanceId (p. 409)
既存の Amazon Connect インス
AssociateCustomerProfilesDomain
タンスの Customer Profiles ドメ
インを関連付けるためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
profile:GetDomain

既存の Amazon Connect インス
AssociateDefaultVocabulary
タンスのデフォルトボキャブラ
リーに許可を付与

書き込み

既存の Amazon Connect インス
AssociateInstanceStorageConfig
タンスにインスタンスストレー
ジを関連付けるアクセス許可を
付与

書き込み

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

ds:DescribeDirectories

firehose:DescribeDelivery
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
kinesis:DescribeStream
kms:CreateGrant
kms:DescribeKey
s3:GetBucketAcl
s3:GetBucketLocation

connect:StorageResourceType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)
既存の Amazon Connect インス
AssociateLambdaFunction
タンスに Lambda 関数を関連付
けるアクセス許可を付与

書き込み

既存の Amazon Connect インス
AssociateLexBot タンスに Lex ボットを関連付け
るアクセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

lambda:AddPermission

connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
lex:GetBot
connect:InstanceId (p. 409)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンス
AssociatePhoneNumberContactFlow
で、問い合わせフローリソース
を電話番号リソースに関連付け
るアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

contactflow* (p. 407)
phonenumber* (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
AssociateQueueQuickConnects
キューにクイック接続を関連付
けるアクセス許可を付与

queue* (p. 407)
quickconnect* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
AssociateRoutingProfileQueues
でルーティングプロファイルと
キューを関連付けるアクセス許
可を付与

書き込み

queue* (p. 407)
routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

既存の Amazon Connect インス
AssociateSecurityKey
タンスにセキュリティキーを関
連付けるアクセス許可を付与

書き込み

アクセスを許可し、データセッ
BatchAssociateAnalyticsDataSet
トを指定された AWS アカウント
[アクセス許可
に関連付けるアクセス許可を付
のみ]
与

書き込み

アクセス権を取り消し、データ
BatchDisassociateAnalyticsDataSet
セットの指定された AWS アカウ
[アクセス許可
ント との関連付けを解除するア
のみ]
クセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
ClaimPhoneNumber
電話番号リソースを請求するア
クセス許可を付与

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
wildcardphonenumber* (p. 408)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
CreateAgentStatus
エージェントステータスを作成
する許可を付与

依存アク
ション

agentstatus* (p. 408)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
CreateContactFlow
問い合わせフローを作成する許
可を付与

contactflow* (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
CreateContactFlowModule
問い合わせフローを作成する許
可を付与

contactflowmodule* (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
CreateHoursOfOperation
の運用時間を作成する許可を付
与

hours-ofoperation* (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateInstance

新しい Amazon Connect インス
タンスを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
ds:AuthorizeApplication
${TagKey} (p. 408)
ds:CheckAlias
aws:TagKeys (p. 408)
ds:CreateAlias
ds:CreateDirectory

ds:CreateIdentityPoolDire
ds:DeleteDirectory
ds:DescribeDirectories

ds:UnauthorizeApplication
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
Amazon Connect インスタンスと 書き込み
CreateIntegrationAssociation
AppIntegration の関連付けを作成
するためのアクセス許可を付与

instance* (p. 407)

appintegrations:CreateEventIn

connect:DescribeInstance
ds:DescribeDirectories
events:PutRule
events:PutTargets
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
mobiletargeting:GetApp
voiceid:DescribeDomain
wisdom:GetAssistant

wisdom:GetKnowledgeBa
integrationassociation* (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateQueue

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
キューを作成する許可を付与

依存アク
ション

hours-ofoperation* (p. 407)
queue* (p. 407)
contactflow (p. 407)
phonenumber (p. 408)
quickconnect (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
CreateQuickConnect
でクイック接続を作成する許可
を付与

quickconnect* (p. 407)
contactflow (p. 407)
queue (p. 407)
user (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
CreateRoutingProfile
ルーティングプロファイルを作
成する許可を付与

queue* (p. 407)
routingprofile* (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

指定された Amazon Connect イ
CreateSecurityProfile
ンスタンスのユーザーを作成す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンス内 書き込み
CreateTaskTemplate
でタスクテンプレートを作成す
る許可を付与

tasktemplate* (p. 407)

AppIntegration の関連付けのユー
CreateUseCase スケースを作成するためのアク
セス許可を付与

instance* (p. 407)

書き込み

connect:DescribeInstance
ds:DescribeDirectories

integrationassociation* (p. 408)
usecase* (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
CreateUser

指定された Amazon Connect イ
ンスタンスのユーザーを作成す
る許可を付与

書き込み

routingprofile* (p. 407)
securityprofile* (p. 407)
user* (p. 407)
hierarchygroup (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
CreateUserHierarchyGroup
のユーザー階層グループを更新
する許可を付与

hierarchygroup (p. 407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
CreateVocabularyでボキャブラリーを作成する許
可を付与

依存アク
ション

vocabulary* (p. 408)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
DeleteContactFlow
問い合わせフローを作成する許
可を付与

contactflow* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
DeleteContactFlowModule
問い合わせフローの説明を定義
する許可を付与

contactflowmodule* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
DeleteHoursOfOperation
の運用時間を削除する許可を付
与

hours-ofoperation* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

DeleteInstance Amazon Connect インスタンス
を削除する許可を付与 インスタ
ンスを削除すると、既存の AWS
ディレクトリへのリンクも削除
されます

書き込み

instance* (p. 407)

ds:DeleteDirectory
ds:DescribeDirectories

ds:UnauthorizeApplication
connect:InstanceId (p. 409)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

Amazon Connect インスタンスか 書き込み
DeleteIntegrationAssociation
ら AppIntegration の関連付けを
削除するためのアクセス許可を
付与。関連付けにはユースケー
スが関連付けられていてはなり
ません

instance* (p. 407)

appintegrations:DeleteEventIn

connect:DescribeInstance
ds:DescribeDirectories
events:DeleteRule

events:ListTargetsByRule
events:RemoveTargets
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

integrationassociation* (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンス内 書き込み
DeleteQuickConnect
でクイック接続を削除する許可
を付与

quickconnect* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
DeleteSecurityProfile
のユーザーのセキュリティプロ
ファイルを更新する許可を付与

書き込み

securityprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
DeleteTaskTemplate
タスクテンプレートを削除する
許可を付与

tasktemplate* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

AppIntegration の関連付けから
DeleteUseCase ユースケースを削除するための
アクセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

connect:DescribeInstance
ds:DescribeDirectories

usecase* (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
DeleteUser

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
ユーザーを削除する許可を付与

user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
DeleteUserHierarchyGroup
のユーザー階層グループを削除
する許可を付与

hierarchygroup* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
DeleteVocabulary ボキャブラリーを削除する許可
を付与

vocabulary* (p. 408)

connect:InstanceId (p. 409)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
DescribeAgentStatus
エージェントのステータスを記
述する許可を付与

依存アク
ション

agentstatus* (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeContact 問い合わせフローの説明を定義
する許可を付与

contact* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeContactFlow
問い合わせフローの説明を定義
する許可を付与

contactflow* (p. 407)

connect:InstanceId (p. 409)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeContactFlowModule
問い合わせフローの説明を定義
する許可を付与

contactflowmodule* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeHoursOfOperation
の運用時間を記述する許可を付
与

hours-ofoperation* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
DescribeInstance 詳細を表示するアクセス許可を
付与。インスタンスの作成にも
必要

instance* (p. 407)

既存の Amazon Connect インス
DescribeInstanceAttribute
タンスの属性の詳細を表示する
許可を付与

instance* (p. 407)

読み込み

ds:DescribeDirectories

connect:InstanceId (p. 409)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

connect:AttributeType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)

既存の Amazon Connect インス
DescribeInstanceStorageConfig
タンスのインスタンスストレー
ジ設定を表示する許可を付与

読み込み

instance* (p. 407)

connect:StorageResourceType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンスの リスト
DescribePhoneNumber
電話番号リソースを記述するア
クセス許可を付与

phonenumber* (p. 408)

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
DescribeQueue キューを説明する許可を付与

queue* (p. 407)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 読み込み
DescribeQuickConnect
でクイック接続を記述する許可
を付与

quickconnect* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeRoutingProfile
ルーティングプロファイルの説
明を定義する許可を付与

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeSecurityProfile
ルーティングプロファイルの説
明を定義する許可を付与

securityprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

DescribeUser

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
ユーザーを説明する許可を付与

user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
DescribeUserHierarchyGroup
階層グループを説明する許可を
付与

hierarchygroup* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの 読み込み
DescribeUserHierarchyStructure
階層構造を説明する許可を付与

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスで 読み込み
DescribeVocabulary
ボキャブラリーの説明を定義す
る許可を付与

vocabulary* (p. 408)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
既存の Amazon Connect インス
DisassociateApprovedOrigin
タンスについて承認住みオリジ
ンの関連付けを解除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

既存の Amazon Connect インス
DisassociateBot タンスについて Lex ボットの関
連付けを解除するアクセス許可
を付与

書き込み

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy

lex:DeleteResourcePolicy

lex:UpdateResourcePolicy
connect:InstanceId (p. 409)
既存の Amazon Connect インス
DisassociateCustomerProfilesDomain
タンスの Customer Profiles ドメ
インの関連付けを解除するため
のアクセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy
iam:DeleteRolePolicy
iam:DetachRolePolicy
iam:GetPolicy
iam:GetPolicyVersion
iam:GetRolePolicy

既存の Amazon Connect インス
DisassociateInstanceStorageConfig
タンスについてインスタンスス
トレージの関連付けを解除する
アクセス許可を付与

書き込み

既存の Amazon Connect インス
DisassociateLambdaFunction
タンスについて Lambda 関数の
関連付けを解除するアクセス許
可を付与

書き込み

既存の Amazon Connect インス
DisassociateLexBot
タンスについて Lex ボットの関
連付けを解除するアクセス許可
を付与

書き込み

instance* (p. 407)

connect:StorageResourceType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

lambda:RemovePermissio

connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)

iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
connect:InstanceId (p. 409)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンス
DisassociatePhoneNumberContactFlow
で、問い合わせフローリソース
の電話番号リソースとの関連付
けを解除するアクセス許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

phonenumber* (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
DisassociateQueueQuickConnects
キューからクイック接続の関連
付けを解除する許可を付与

queue* (p. 407)
quickconnect* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
DisassociateRoutingProfileQueues
ルーティングプロファイルから
キューの関連付けを解除する許
可を付与

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

既存の Amazon Connect イン
DisassociateSecurityKey
スタンスについてセキュリティ
キーの関連付けを解除するアク
セス許可を付与

書き込み

指定した連絡先の連絡先属性を
GetContactAttributes
取得する許可を付与

読み込み

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
contact* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
GetCurrentMetricData
キューの現在のメトリクスデー
タを取得する許可を付与

queue* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
GetCurrentUserData
現在のユーザーデータを取得す
る許可を付与

queue* (p. 407)

アイデンティティ管理に SAML
読み込み
GetFederationToken
ベースの認証を使用するとき
に、Amazon Connect インスタン
スにフェデレーションするため
のアクセス許可を付与

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスに 書き込み
GetFederationTokens
フェデレーションする許可を付
与 (Amazon Connect コンソール
で緊急アクセス機能のためにロ
グインします)

instance* (p. 407)
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connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

connect:DescribeInstance
connect:ListInstances
ds:DescribeDirectories

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetMetricData

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
キューの履歴メトリクスデータ
を取得する許可を付与

Amazon Connect インスタンスで 読み取り
GetTaskTemplate指定したタスクテンプレートの
詳細を取得するアクセス許可を
付与

依存アク
ション

queue* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
tasktemplate* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListAgentStatusesエージェントのステータスを一
覧表示する許可を付与

wildcardagentstatus* (p. 408)

既存の Amazon Connect インス
ListApprovedOrigins
タンスの承認済みオリジンを表
示する許可を付与

リスト

instance* (p. 407)

ListBots

リスト

既存の Amazon Connect インス
タンスの Lex ボットを表示する
許可を付与

connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListContactFlowModules
問い合わせフローリソースをリ
ストする許可を付与

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListContactFlows 問い合わせフローリソースをリ
ストする許可を付与

wildcardcontactflow* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListContactReferences
キューにクイック接続を関連付
けるアクセス許可を付与

contact* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスに リスト
ListDefaultVocabularies
関連付けられているデフォルト
のボキャブラリーを一覧表示す
る許可を付与

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListHoursOfOperations
オペレーションリソースの時間
をリストする許可を付与

instance* (p. 407)

既存の Amazon Connect インス
ListInstanceAttributes
タンスの属性を表示する許可を
付与

リスト

instance* (p. 407)

既存の Amazon Connect インス
ListInstanceStorageConfigs
タンスのストレージ設定を表示
する許可を付与

リスト

ListInstances

リスト

AWS アカウント に関連付けられ
た Amazon Connect インスタン
スを表示する許可を付与
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connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
ds:DescribeDirectories

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された Amazon Connect イ
ListIntegrationAssociations
ンスタンスの AppIntegration の
関連付けに関する概要情報を一
覧表示するためのアクセス許可
を付与

リスト

connect:DescribeInstance

既存の Amazon Connect インス
ListLambdaFunctions
タンスの Lambda 関数を表示す
る許可を付与

リスト

ListLexBots

リスト

既存の Amazon Connect インス
タンスの Lex ボットを表示する
許可を付与

instance* (p. 407)

ds:DescribeDirectories
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListPhoneNumbers
電話番号リソースをリストする
許可を付与

wildcardlegacyphonenumber* (p. 408)

Amazon Connect インスタンスの リスト
ListPhoneNumbersV2
電話番号リソースをリストする
許可を付与

wildcardphonenumber* (p. 408)

ListPrompts

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスで リスト
プロンプトリソースを一覧表示
する許可を付与

Amazon Connect インスタンス
ListQueueQuickConnects
のキューにあるクイック接続リ
ソースを一覧表示する許可を付
与

リスト

connect:InstanceId (p. 409)
queue* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

ListQueues

Amazon Connect インスタンスの リスト
キューリソースをリストする許
可を付与

wildcardqueue* (p. 407)

Amazon Connect インスタンス内 リスト
ListQuickConnectsのクイック接続リソースを一覧
表示する許可を付与

wildcardquickconnect* (p. 407)

リアルタイム解析セッションの
ListRealtimeContactAnalysisSegments
解析セグメントを一覧表示する
許可を付与

読み込み

contact* (p. 407)

Amazon Connect インスタンス
ListRoutingProfileQueues
でルーティングプロファイルの
キューリソースを一覧表示する
許可を付与

リスト

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンス
ListRoutingProfilesのルーティンブプロファイルリ
ソースを一覧表示する許可を付
与

リスト

既存の Amazon Connect インス
ListSecurityKeys タンスのセキュリティキーを表
示する許可を付与

リスト

Amazon Connect インスタンス
ListSecurityProfilePermissions
のセキュリティプロファイルリ
ソースを一覧表示する許可を付
与

リスト

依存アク
ション

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
securityprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
ListSecurityProfiles
のセキュリティプロファイルリ
ソースを一覧表示する許可を付
与

リスト

Amazon Connect リソースのタグ 読み取り
ListTagsForResource
を一覧表示する許可を付与

instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)
agentstatus (p. 408)
contactflow (p. 407)
contactflowmodule (p. 407)
hierarchygroup (p. 407)
hours-ofoperation (p. 407)
integrationassociation (p. 408)
phonenumber (p. 408)
queue (p. 407)
quickconnect (p. 407)
routingprofile (p. 407)
securityprofile (p. 407)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

usecase (p. 408)
user (p. 407)
wildcardphonenumber (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
Amazon Connect インスタンスで リスト
ListTaskTemplatesタスクテンプレートを一覧表示
する許可を付与

instance* (p. 407)

ListUseCases

instance* (p. 407)

AppIntegration の関連付けのユー
スケースを一覧表示するための
アクセス許可を付与

リスト

connect:DescribeInstance
ds:DescribeDirectories

connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンスの リスト
ListUserHierarchyGroups
階層グループリソースを一覧表
示する許可を付与

instance* (p. 407)

ListUsers

Amazon Connect インスタンスの リスト
ユーザーリソースを一覧表示す
る許可を付与

instance* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
ユーザーテータスを更新する許
可を付与

agentstatus* (p. 408)

PutUserStatus

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

instance* (p. 407)
user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
ReleasePhoneNumber
電話番号リソースを解放するア
クセス許可を付与

phonenumber* (p. 408)

指定した連絡先の記録を再開す
ResumeContactRecording
る許可を付与

contact* (p. 407)

書き込み

Amazon Connect インスタンスの リスト
SearchAvailablePhoneNumbers
電話番号リソースを検索するア
クセス許可を付与
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aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcardphonenumber* (p. 408)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SearchQueues Amazon Connect インスタンスの 読み取り
キューリソースを検索するアク
セス許可を付与

instance* (p. 407)

依存アク
ション
connect:DescribeQueue

connect:InstanceId (p. 409)
connect:SearchTag/
${TagKey} (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
SearchRoutingProfiles
のルーティングプロファイルリ
ソースを検索するアクセス許可
を付与

読み取り

Amazon Connect インスタンス
SearchSecurityProfiles
のセキュリティプロファイルリ
ソースを検索する許可を付与

読み取り

instance* (p. 407)

connect:DescribeRoutingP

connect:InstanceId (p. 409)
connect:SearchTag/
${TagKey} (p. 409)
instance* (p. 407)

connect:DescribeSecurityP

connect:InstanceId (p. 409)
connect:SearchTag/
${TagKey} (p. 409)

SearchUsers

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
ユーザーリソースを検索する許
可を付与

instance* (p. 407)

connect:DescribeUser

connect:InstanceId (p. 409)
connect:SearchTag/
${TagKey} (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで リスト
SearchVocabularies
ボキャブラリーを検索する許可
を付与

vocabulary* (p. 408)

Amazon Connect API を使用して
StartChatContact チャットを開始する許可を付与

書き込み

contactflow* (p. 407)

指定した連絡先の録音を開始す
StartContactRecording
る許可を付与

書き込み

contact* (p. 407)

Amazon Connect API を使用して
StartContactStreaming
チャットストリーミングを開始
する許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

Amazon Connect API を使用して
StartOutboundVoiceContact
アウトバウンド呼び出しを開始
する許可を付与

書き込み

contact* (p. 407)

Amazon Connect API を使用して
StartTaskContact タスクを開始する許可を付与

書き込み

contactflow* (p. 407)

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StopContact

Amazon Connect API を使用して
開始された問い合わせを停止す
る許可を付与 アクティブな問い
合わせでこのオペレーションを
使用した場合は、顧客とのコー
ルでエージェントがアクティブ
であっても、問い合わせは終了
します

書き込み

contact* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

指定した連絡先の記録を停止す
StopContactRecording
る許可を付与

書き込み

contact* (p. 407)

Amazon Connect API を使用して
StopContactStreaming
チャットストリーミングを停止
する許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

指定した連絡先の記録を一時停
SuspendContactRecording
止する許可を付与

書き込み

contact* (p. 407)

TagResource

Amazon Connect リソースにタグ タグ付け
付けする許可を付与

agentstatus (p. 408)
contactflow (p. 407)
contactflowmodule (p. 407)
hierarchygroup (p. 407)
hours-ofoperation (p. 407)
instance (p. 407)
integrationassociation (p. 408)
phonenumber (p. 408)
queue (p. 407)
quickconnect (p. 407)
routingprofile (p. 407)
securityprofile (p. 407)
tasktemplate (p. 407)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

usecase (p. 408)
user (p. 407)
vocabulary (p. 408)
wildcardphonenumber (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 408)
連絡先を別のキューまたはエー
TransferContact ジェントに転送する許可を付与

書き込み

contact* (p. 407)
contactflow* (p. 407)
instance* (p. 407)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect リソースのタグ タグ付け
UntagResource を削除する許可を付与

agentstatus (p. 408)
contactflow (p. 407)
contactflowmodule (p. 407)
hierarchygroup (p. 407)
hours-ofoperation (p. 407)
instance (p. 407)
integrationassociation (p. 408)
phonenumber (p. 408)
queue (p. 407)
quickconnect (p. 407)
routingprofile (p. 407)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

securityprofile (p. 407)
tasktemplate (p. 407)
usecase (p. 408)
user (p. 407)
vocabulary (p. 408)
wildcardphonenumber (p. 408)
aws:TagKeys (p. 408)
Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateAgentStatus
エージェントのステータスを更
新する許可を付与

agentstatus* (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

UpdateContact Amazon Connect インスタンスで 書き込み
問い合わせフローの内容を更新
する許可を付与

contact* (p. 407)

指定した連絡先に関連付けられ
UpdateContactAttributes
た連絡先属性を作成または更新
する許可を付与

contact* (p. 407)

書き込み

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactFlowContent
問い合わせフローの内容を更新
する許可を付与

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)
contactflow* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactFlowMetadata
問い合わせフローの名前と説明
を更新する許可を付与

contactflow* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactFlowModuleContent
問い合わせフローの内容を更新
する許可を付与
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contactflowmodule* (p. 407)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactFlowModuleMetadata
問い合わせフローの名前と説明
を更新する許可を付与

contactflowmodule* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactFlowName
問い合わせフローの名前と説明
を更新する許可を付与

contactflow* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateContactSchedule
既にスケジュールされている連
絡先のスケジュールを更新する
アクセス許可を付与

contact* (p. 407)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateHoursOfOperation
運用時間を更新する許可を付与

hours-ofoperation* (p. 407)

connect:InstanceId (p. 409)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
既存の Amazon Connect インス
UpdateInstanceAttribute
タンスの属性を更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

instance* (p. 407)

ds:DescribeDirectories
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
logs:CreateLogGroup
connect:AttributeType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

既存の Amazon Connect インス
UpdateInstanceStorageConfig
タンスのストレージ設定を更新
するアクセス許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

ds:DescribeDirectories

instance* (p. 407)

firehose:DescribeDelivery
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
kinesis:DescribeStream
kms:CreateGrant
kms:DescribeKey
s3:GetBucketAcl
s3:GetBucketLocation

connect:StorageResourceType (p. 409)
connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンスの 書き込み
UpdatePhoneNumber
電話番号リソースを更新するア
クセス許可を付与

instance* (p. 407)
phonenumber* (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateQueueHoursOfOperation
キューの稼働時間を更新する許
可を付与

hours-ofoperation* (p. 407)
queue* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
UpdateQueueMaxContacts
キュー容量を更新する許可を付
与

queue* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
UpdateQueueName
のキューの名前と説明を更新す
る許可を付与

queue* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

書き込み

UpdateQueueOutboundCallerConfig
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queue* (p. 407)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンスで
キューアウトバウンド発信者の
設定を更新する許可を付与

依存アク
ション

contactflow (p. 407)
phonenumber (p. 408)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateQueueStatus
キューステータスを更新する許
可を付与

queue* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
UpdateQuickConnectConfig
のクイック接続の設定を更新す
る許可を付与

quickconnect* (p. 407)
contactflow (p. 407)
queue (p. 407)
user (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
UpdateQuickConnectName
のクイック接続の名前と説明を
更新する許可を付与

quickconnect* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateRoutingProfileConcurrency
ルーティングプロファイルの同
時実行を更新する許可を付与

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue
ルーティングプロファイルのア
ウトバウンドキューを更新する
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)
Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdateRoutingProfileName
ルーティングプロファイルの名
前と説明を更新する許可を付与

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
UpdateRoutingProfileQueues
でルーティングプロファイルの
キューを更新する許可を付与

書き込み

routingprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
UpdateSecurityProfile
のユーザーのセキュリティプロ
ファイルを更新する許可を付与

書き込み

securityprofile* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスに 書き込み
UpdateTaskTemplate
属するタスクテンプレートを更
新する許可を付与

tasktemplate* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
UpdateUserHierarchy
ユーザーの階層グループを更新
する許可を付与

user* (p. 407)
hierarchygroup (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
UpdateUserHierarchyGroupName
のユーザー階層グループ名を更
新する許可を付与

hierarchygroup* (p. 407)

Amazon Connect インスタンス内 書き込み
UpdateUserHierarchyStructure
のユーザー階層構造を更新する
許可を付与

instance* (p. 407)

405

connect:InstanceId (p. 409)

connect:InstanceId (p. 409)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
UpdateUserIdentityInfo
ユーザーの ID 情報を更新する許
可を付与

依存アク
ション

user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
UpdateUserPhoneConfig
ユーザーの電話設定を更新する
許可を付与

user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
UpdateUserRoutingProfile
のユーザーのルーティングプロ
ファイルを更新する許可を付与

書き込み

routingprofile* (p. 407)
user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンス
UpdateUserSecurityProfiles
のユーザーのセキュリティプロ
ファイルを更新する許可を付与

書き込み

securityprofile* (p. 407)
user* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect インスタンスで 書き込み
UpdatedescribeContent
問い合わせフローの内容を更新
する許可を付与

contactflowmodule* (p. 407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)
connect:InstanceId (p. 409)

Amazon Connect で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 381)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

instance

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

contact

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/contact/
${ContactId}

user

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/agent/
${UserId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

routing-profile

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/routingprofile/${RoutingProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

security-profile

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/securityprofile/${SecurityProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

hierarchygroup

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/agentgroup/${HierarchyGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

queue

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/queue/
${QueueId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcardqueue

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/queue/*

quick-connect

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/transferdestination/${QuickConnectId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcard-quick- arn:${Partition}:connect:${Region}:
connect
${Account}:instance/${InstanceId}/transferdestination/*
contact-flow

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/contactflow/${ContactFlowId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

task-template

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/tasktemplate/${TaskTemplateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

contact-flowmodule

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/flowmodule/${ContactFlowModuleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcardcontact-flow

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/contactflow/*

hours-ofoperation

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/operatinghours/${HoursOfOperationId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

agent-status

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/agentstate/${AgentStatusId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcardagent-status

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/agentstate/*

legacy-phonenumber

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/phonenumber/${PhoneNumberId}

wildcardlegacy-phonenumber

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/phonenumber/*

phone-number

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:phone-number/${PhoneNumberId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

wildcardphone-number

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:phone-number/*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

integrationassociation

arn:${Partition}:connect:
${Region}:${Account}:instance/
${InstanceId}/integration-association/
${IntegrationAssociationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

use-case

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/use-case/
${UseCaseId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

vocabulary

arn:${Partition}:connect:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}/
vocabulary/${VocabularyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 408)

Amazon Connect の条件キー
Amazon Connect では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによってアクセスをフィ
ルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアによって
アクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルター

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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条件キー

説明

タイプ

Amazon Connect インスタンスの属性タイプによってアクセ
connect:AttributeTypeスをフィルタリング

文字列

指定された Amazon Connect インスタンスにフェデレーショ
ンを制限することによってアクセスをフィルタリング

文字列

検索リクエストで渡された TagFilter 条件によってアクセスを
connect:SearchTag/ フィルタリング
${TagKey}

文字列

Amazon Connect インスタンスストレージ設定のストレージ
connect:StorageResourceType
リソースタイプを制限することによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

connect:InstanceId

Amazon Connect Cases のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon Connect Cases (サービスプレフィックス: cases) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Connect Cases で定義されるアクション (p. 409)
• Amazon Connect Cases で定義されるリソースタイプ (p. 412)
• Amazon Connect Cases の条件キー (p. 413)

Amazon Connect Cases で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BatchGetField

ケースドメイン内のフィールド
に関する情報を取得するアクセ
ス許可を付与

読み取り

ケースドメイン内のフィールド
BatchPutFieldOptions
オプションを更新するアクセス
許可を付与

書き込み

CreateCase

書き込み

ケースドメイン内にケースを作
成するアクセス許可を付与

Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)
Template* (p. 412)

CreateDomain

新しいケースドメインを作成す
るアクセス許可を付与

書き込み

CreateField

ケースドメイン内にフィールド
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

Domain* (p. 412)

CreateLayout

ケースドメイン内にレイアウト
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

Domain* (p. 412)

ケースドメイン内のケースに関
CreateRelatedItem連付けられた関連アイテムを作
成するアクセス許可を付与

書き込み

Case* (p. 412)

ケースドメイン内にテンプレー
CreateTemplate トを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

GetCase

読み取り

ケースドメイン内のケースに関
する情報を取得するアクセス許
可を付与

Domain* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Layout* (p. 412)
Case* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)

ケースドメイン内のケースイベ
GetCaseEventConfiguration
ント設定に関する情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み取り

Domain* (p. 412)

GetDomain

ケースドメインに関する情報を
取得するアクセス許可を付与

読み取り

Domain* (p. 412)

GetLayout

ケースドメイン内のレイアウト
に関する情報を取得するアクセ
ス許可を付与

読み取り

Domain* (p. 412)

ケースドメイン内のテンプレー
トに関する情報を取得するアク
セス許可を付与

読み取り

GetTemplate

ケースドメイン内の特定の連絡
ListCasesForContact
先のケースを一覧表示するアク
セス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ケースドメイン内の単一選択
ListFieldOptions フィールドのフィールドオプ
ションを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

ListFields

リスト

ケースドメイン内のフィールド
を一覧表示するアクセス許可を
付与

Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)
Domain* (p. 412)

指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示するためのアクセス許可
を付与する

読み取り

ListTemplates

リスト

Domain* (p. 412)

ケースドメインにケースイベン
PutCaseEventConfiguration
ト設定を挿入または更新するア
クセス許可を付与

書き込み

Domain* (p. 412)

SearchCases

ケースドメイン内のケースを検
索するアクセス許可を付与

読み取り

Domain* (p. 412)

ケースドメイン内のケースに関
SearchRelatedItems
連付けられている関連アイテム
を検索するアクセス許可を付与

読み取り

Case* (p. 412)

TagResource

タグ付け

ケースドメイン内のテンプレー
トを一覧表示するアクセス許可
を付与

指定されたタグを指定されたリ
ソースに追加するためのアクセ
ス許可を付与する

依存アク
ション

Domain* (p. 412)
Case (p. 412)
Domain (p. 412)
Field (p. 412)
Layout (p. 412)
RelatedItem (p. 412)
Template (p. 412)
aws:TagKeys (p. 413)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 413)

指定されたリソースから指定さ
UntagResource れたタグを削除するためのアク
セス許可を付与する

タグ付け

Case (p. 412)
Domain (p. 412)
Field (p. 412)
Layout (p. 412)
RelatedItem (p. 412)
Template (p. 412)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 413)
UpdateCase

ケースドメイン内のケースの
フィールド値を更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

Case* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)

UpdateField

ケースドメイン内のフィールド
を更新するアクセスを付与

書き込み

ケースドメイン内のレイアウト
を更新するアクセス許可を付与

書き込み

ケースドメイン内のテンプレー
UpdateTemplate トを更新するアクセス許可を付
与

書き込み

UpdateLayout

Domain* (p. 412)
Field* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Layout* (p. 412)
Domain* (p. 412)
Template* (p. 412)

Amazon Connect Cases で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 409)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Domain

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)

Field

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}/field/
${FieldId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)

Layout

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}/layout/
${LayoutId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)

Template

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}/template/
${TemplateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)

Case

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}/case/${CaseId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)

RelatedItem

arn:${Partition}:cases:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}/case/
${CaseId}/related-item/${RelatedItemId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 413)
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Amazon Connect Cases の条件キー
Amazon Connect Cases では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義してい
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグによりアクセスをフィルタリング
する

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Connect Customer Profiles のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Connect Customer Profiles (サービスプレフィックス: profile) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Connect Customer Profiles で定義されるアクション (p. 413)
• Amazon Connect Customer Profiles で定義されるリソースタイプ (p. 417)
• Amazon Connect Customer Profiles の条件キー (p. 417)

Amazon Connect Customer Profiles で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddProfileKey

プロファイルキーを追加する権
限を付与します

書き込み

CreateDomain

ドメインを作成する権限を付与
します

書き込み

依存アク
ション

domains* (p. 417)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

ドメイン内で統合ワークフロー
CreateIntegrationWorkflow
を作成する許可を付与

書き込み

domains* (p. 417)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

CreateProfile

ドメイン内にプロファイルを作
成する権限を付与します

書き込み

domains* (p. 417)

DeleteDomain

ドメインを削除する許可を付与

書き込み

domains* (p. 417)

ドメイン内の統合を削除する権
DeleteIntegration 限を付与します

書き込み

domains* (p. 417)

DeleteProfile

プロファイルを削除する権限を
付与します

書き込み

domains* (p. 417)

プロファイルキーを削除する権
DeleteProfileKey 限を付与します

書き込み

domains* (p. 417)

プロファイルオブジェクトを削
DeleteProfileObject
除する権限を付与します

書き込み

domains* (p. 417)

ドメイン内の特定のプロファイ
DeleteProfileObjectType
ルオブジェクトタイプを削除す
る権限を付与します

書き込み

ドメイン内で統合ワークフロー
DeleteWorkflow を削除する許可を付与

書き込み

domains* (p. 417)

ドメイン内の自動マージのプレ
GetAutoMergingPreview
ビューを取得するアクセス許可
を付与します

読み込み

domains* (p. 417)

GetDomain

読み込み

domains* (p. 417)

アカウント内の特定のドメイン
を取得する権限を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドメイン内の ID 解決ジョブを取
GetIdentityResolutionJob
得するアクセス許可を付与しま
す

読み込み

domains* (p. 417)

GetIntegration

ドメイン内にある特定の統合を
取得する権限を付与します

読み込み

domains* (p. 417)

プロファイル一致を取得する許
可を付与

リスト

domains* (p. 417)

ドメイン内の特定のプロファイ
GetProfileObjectType
ルオブジェクトタイプを取得す
る権限を付与します

読み込み

domains* (p. 417)

特定のオブジェクトタイプテン
GetProfileObjectTypeTemplate
プレートを取得する権限を付与
します

読み込み

GetWorkflow

ドメイン内のワークフロー詳細
を取得する許可を付与

読み込み

domains* (p. 417)

ワークフローステップの詳細を
GetWorkflowSteps取得する許可を付与

読み込み

domains* (p. 417)

アカウント内にあるすべての統
ListAccountIntegrations
合を一覧表示する権限を付与し
ます

リスト

ListDomains

リスト

GetMatches

アカウント内にあるすべてのド
メインを一覧表示する権限を付
与します

ドメイン内の ID 解決ジョブを一
ListIdentityResolutionJobs
覧表示するアクセス許可を付与
します

integrations* (p. 417)

objecttypes* (p. 417)

リスト

domains* (p. 417)

特定のドメイン内にあるすべて
の統合を一覧表示する権限を付
与します

リスト

domains* (p. 417)

アカウント内にあるすべてのプ
ListProfileObjectTypeTemplates
ロファイルオブジェクトタイプ
テンプレートを一覧表示する権
限を付与します

リスト

ドメイン内にあるすべてのプロ
ListProfileObjectTypes
ファイルオブジェクトタイプを
一覧表示する権限を付与します

リスト

domains* (p. 417)

プロファイルのすべてのプロ
ListProfileObjects ファイルオブジェクトを一覧表
示する権限を付与します

リスト

domains* (p. 417)

ListIntegrations
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

ListWorkflows

特定のドメイン内にあるすべて
のワークフローを一覧表示する
許可を付与

リスト

domains* (p. 417)

MergeProfiles

プロファイルをマージする許可
を付与

書き込み

domains* (p. 417)

PutIntegration

ドメイン内に統合を配置する権
限を付与します

書き込み

domains* (p. 417)

依存アク
ション

integrations* (p. 417)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

プロファイルにオブジェクトを
PutProfileObject 配置する権限を付与します

書き込み

ドメイン内に特定のプロファイ
PutProfileObjectType
ルオブジェクトを配置する権限
を付与します

書き込み

domains* (p. 417)
objecttypes* (p. 417)
domains* (p. 417)
objecttypes* (p. 417)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

SearchProfiles

ドメイン内のプロファイルを検
索する権限を付与します

読み込み

TagResource

リソースにタグを追加する権限
を付与します

タグ付け

domains* (p. 417)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 417)
aws:TagKeys (p. 417)

UpdateDomain ドメインを更新する許可を付与

書き込み

domains* (p. 417)

UpdateProfile

書き込み

domains* (p. 417)

ドメイン内のプロファイルを更
新する権限を付与します

416

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Connect Voice ID

Amazon Connect Customer Profiles で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 413)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

domains

arn:${Partition}:profile:${Region}:
${Account}:domains/${DomainName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 417)

object-types

arn:${Partition}:profile:${Region}:
${Account}:domains/${DomainName}/objecttypes/${ObjectTypeName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 417)

integrations

arn:${Partition}:profile:${Region}:
${Account}:domains/${DomainName}/
integrations/${Uri}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 417)

Amazon Connect Customer Profiles の条件キー
Amazon Connect Customer Profiles では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが顧客プロファイルサービスに対して行うリクエス
トに含まれるキーによってアクセスがフィルタリングされま
す

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

ユーザーが顧客プロファイルサービスに対して行うリクエス
トに含まれるすべてのタグキー名のリストでアクセスをフィ
ルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Connect Voice ID のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Connect Voice ID (サービスプレフィックス: voiceid) では、以下のサービス固有のリソースや
アクション、条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Connect Voice ID で定義されているアクション (p. 418)
• Amazon Connect Voice ID で定義されるリソースタイプ (p. 420)
• Amazon Connect Voice ID の条件キー (p. 420)

Amazon Connect Voice ID で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateDomain

ドメインを作成するためのアク
セス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 420)
aws:TagKeys (p. 420)

DeleteDomain

ドメインを削除する許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

フロードスター (fraudster) を削
DeleteFraudster 除するためのアクセス許可を付
与

書き込み

domain* (p. 420)

DeleteSpeaker

スピーカを削除するためのアク
セス許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

コンプライアンスの同意を詳細
DescribeComplianceConsent
表示するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み取り

ドメインについて詳細表示する
DescribeDomain ためのアクセス許可を付与

読み取り

domain* (p. 420)

フロードスター (fraudster) につ
DescribeFraudsterいて詳細表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み取り

domain* (p. 420)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

フロードスター (fraudster) 登録
DescribeFraudsterRegistrationJob
ジョブについて詳細表示するた
めのアクセス許可を付与

読み取り

domain* (p. 420)

スピーカについて詳細表示する
DescribeSpeaker ためのアクセス許可を付与

読み取り

domain* (p. 420)

スピーカ登録ジョブを記述する
DescribeSpeakerEnrollmentJob
ためのアクセス許可を付与

読み取り

domain* (p. 420)

セッションを評価するためのア
EvaluateSession クセス許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

ListDomains

リスト

アカウント内のドメインを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与

ドメインのフロードスター
リスト
ListFraudsterRegistrationJobs
(fraudster) 登録ジョブを一覧表示
するためのアクセス許可を付与

domain* (p. 420)

ドメインのスピーカ登録ジョブ
ListSpeakerEnrollmentJobs
を一覧表示するためのアクセス
許可を付与

リスト

domain* (p. 420)

ListSpeakers

リスト

domain* (p. 420)

Voice ID リソースのタグを一覧
ListTagsForResource
表示するためのアクセス許可を
付与

読み取り

domain (p. 420)

スピーカをオプトアウトするた
OptOutSpeaker めのアクセス許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

コンプライアンス同意を登録す
RegisterComplianceConsent
るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

フロードスター (fraudster) の登
StartFraudsterRegistrationJob
録ジョブを開始するためのアク
セス許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

スピーカの登録ジョブを開始す
StartSpeakerEnrollmentJob
るためのアクセス許可を付与

書き込み

domain* (p. 420)

TagResource

タグ付け

domain (p. 420)

ドメインのスピーカを一覧表示
するためのアクセス許可を付与

Voice ID リソースにタグ付けす
るためのアクセス許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 420)
aws:TagKeys (p. 420)
タグ付け

UntagResource
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Voice ID リソースからタグを削
除するためのアクセス許可を付
与
UpdateDomain ドメインを更新するためのアク
セス許可を付与

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 420)

書き込み

domain* (p. 420)

Amazon Connect Voice ID で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 418)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

domain

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 420)

arn:${Partition}:voiceid:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}

Amazon Connect Voice ID の条件キー
Amazon Connect Voice ID では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる、以下の条件キーを定義
しています。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグによりアクセスをフィルタリング
する

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Connect Wisdom のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Connect Wisdom (サービスプレフィックス: wisdom) では、以下のサービス固有のリソースやア
クション、および条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能で
す。
リファレンス:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Connect Wisdom で定義されるアクション (p. 421)
• Amazon Connect Wisdom で定義されるるリソースタイプ (p. 424)
• Amazon Connect Wisdom の条件キー (p. 424)

Amazon Connect Wisdom で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アシスタントを作成するための
CreateAssistant アクセス許可を付与

書き込み

アシスタントと他のリソース間
CreateAssistantAssociation
の関連付けを作成するためのア
クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 425)
Assistant* (p. 424)
aws:TagKeys (p. 425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 425)

CreateContent

コンテンツを作成するためのア
クセス許可を付与

書き込み

KnowledgeBase* (p. 424)
aws:TagKeys (p. 425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 425)

ナレッジベースを作成するため
CreateKnowledgeBase
のアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateSession

セッションを作成するためのア
クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

Assistant* (p. 424)
aws:TagKeys (p. 425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 425)

アシスタントを削除するための
DeleteAssistant アクセス許可を付与

書き込み

Assistant* (p. 424)

アシスタントの関連付けを削除
DeleteAssistantAssociation
するためのアクセス許可を付与

書き込み

Assistant* (p. 424)

DeleteContent

コンテンツを削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

ナレッジベースを削除するため
DeleteKnowledgeBase
のアクセス許可を付与

書き込み

KnowledgeBase* (p. 424)

GetAssistant

アシスタントに関する情報を取
得するためのアクセス許可を付
与

読み取り

Assistant* (p. 424)

アシスタントの関連付けに関す
GetAssistantAssociation
る情報を取得するためにアクセ
ス許可を付与

読み取り

Assistant* (p. 424)

GetContent

読み取り

コンテンツ (コンテンツをダウン
ロードするための署名付き URL
を含む) を取得するためのアクセ
ス許可を付与

AssistantAssociation* (p. 424)
Content* (p. 424)
KnowledgeBase* (p. 424)

AssistantAssociation* (p. 424)
Content* (p. 424)
KnowledgeBase* (p. 424)

コンテンツの概要に関する情報
GetContentSummary
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み取り

ナレッジベースに関する情報を
GetKnowledgeBase
取得するためのアクセス許可を
付与

読み取り

KnowledgeBase* (p. 424)

指定されたセッションについて
GetRecommendations
の推奨事項を取得するためのア
クセス許可を付与

読み取り

Assistant* (p. 424)

GetSession

読み取り

Assistant* (p. 424)

指定されたセッションの情報を
取得するためのアクセス許可を
付与

アシスタントの関連付けに関す
ListAssistantAssociations
る情報を一覧表示するためのア
クセス許可を付与

422
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リスト

Assistant* (p. 424)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListAssistants

アシスタントに関する情報を一
覧表示するためのアクセス許可
を付与

リスト

ListContents

ナレッジベースのコンテンツを
一覧表示するためのアクセス許
可を付与

リスト

ナレッジベースに関する情報を
ListKnowledgeBases
一覧表示するためのアクセス許
可を付与

リスト

指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示するためのアクセス許可
を付与

読み取り

新しく利用可能になった推奨事
NotifyRecommendationsReceived
項において、指定されたアシス
タントのキューから、指定され
た推奨事項を削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

Assistant* (p. 424)

指定されたアシスタントに対し
て手動検索を実行するためのア
クセス許可を付与

読み取り

Assistant* (p. 424)

ナレッジベースから URI テンプ
RemoveKnowledgeBaseTemplateUri
レートを削除するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

KnowledgeBase* (p. 424)

SearchContent 指定されたナレッジベースを参
照しながらコンテンツを検索す
るためのアクセス許可を付与 特
定のコンテンツリソースを、そ
の名前で取得する際に使用しま
す。

読み取り

KnowledgeBase* (p. 424)

指定されたアシスタントを参照
SearchSessions しながらセッションを検索する
ためのアクセス許可を付与 特
定のセッションリソースを、そ
の名前で取得する際に使用しま
す。

読み取り

Assistant* (p. 424)

ナレッジベースにコンテンツを
StartContentUpload
アップロードする際の URL を取
得するためのアクセス許可を付
与

書き込み

KnowledgeBase* (p. 424)

TagResource

タグ付け

QueryAssistant

指定されたタグを指定されたリ
ソースに追加するためのアクセ
ス許可を付与

423
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KnowledgeBase* (p. 424)

aws:TagKeys (p. 425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 425)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたリソースから指定さ
UntagResource れたタグを削除するためのアク
セス許可を付与

タグ付け

UpdateContent コンテンツに関する情報を更新
するためのアクセス許可を付与

書き込み

ナレッジベースのテンプレート
UpdateKnowledgeBaseTemplateUri
URI を更新するためのアクセス
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 425)

Content* (p. 424)
KnowledgeBase* (p. 424)
KnowledgeBase* (p. 424)

Amazon Connect Wisdom で定義されるるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 421)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Assistant

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 425)

arn:${Partition}:wisdom:${Region}:
${Account}:assistant/${AssistantId}

arn:${Partition}:wisdom:${Region}:
AssistantAssociation
${Account}:association/${AssistantId}/
${AssistantAssociationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 425)

Content

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 425)

arn:${Partition}:wisdom:${Region}:
${Account}:content/${KnowledgeBaseId}/
${ContentId}

arn:${Partition}:wisdom:${Region}:
KnowledgeBase ${Account}:knowledge-base/${KnowledgeBaseId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 425)

Session

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 425)

arn:${Partition}:wisdom:${Region}:
${Account}:session/${AssistantId}/
${SessionId}

Amazon Connect Wisdom の条件キー
Amazon Connect Wisdom では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ています。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Connector Service のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Connector Service (サービスプレフィックス: awsconnector) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Connector Service で定義されるアクション (p. 425)
• AWS Connector Service で定義されるリソースタイプ (p. 426)
• AWS Connector Service の条件キー (p. 426)

AWS Connector Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Server Migration Connector から
GetConnectorHealth
公開済みのすべてのヘルスメト
[アクセス許可
リクスを取得します。
のみ]

Read

AWS Connector を AWS
RegisterConnectorConnector Service に登録しま
[アクセス許可
す。
のみ]

Write

AWS Connector Service に
ValidateConnectorId
登録された Server Migration
[アクセス許可
Connector ID を検証します。
のみ]

Read

依存アク
ション

AWS Connector Service で定義されるリソースタイプ
AWS Connector Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。AWS Connector Service へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

AWS Connector Service の条件キー
Connector Service には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Control Tower のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Control Tower (サービスプレフィックス: controltower) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Control Tower で定義されるアクション (p. 427)
• AWS Control Tower で定義されるリソースタイプ (p. 430)
• AWS Control Tower の条件キー (p. 430)
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AWS Control Tower で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Control Tower で管理され
CreateManagedAccount
るアカウントを作成するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

Account Factory で作成したアカ
DeregisterManagedAccount
ウントを AWS Control Tower か
[アクセス許可
ら登録解除するアクセス許可を
のみ]
付与

書き込み

AWS Control Tower の管理から
DeregisterOrganizationalUnit
組織単位を登録解除するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

現在の Account Factory 設定を記
DescribeAccountFactoryConfig
述するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

AWS Control Tower のコアア
DescribeCoreService
カウントによって管理されるリ
[アクセス許可
ソースを記述するアクセス許可
のみ]
を付与

読み取り

ガードレールを記述するアクセ
DescribeGuardrailス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

組織単位のガードレールを記述
DescribeGuardrailForTarget
するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Account Factory で作成されたア
DescribeManagedAccount
カウントを記述するアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

読み取り

AWS Control Tower が管理する
DescribeManagedOrganizationalUnit
AWS Organizations の組織単位
[アクセス許可
を記述するアクセス許可を付与
のみ]

読み取り

現在の AWS Control Tower SSO
DescribeSingleSignOn
設定を記述するアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み取り

DisableControl

組織単位からコントロールを削
除するアクセス許可を付与

書き込み

組織単位からガードレールを無
DisableGuardrail 効化するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

EnableControl

組織単位のコントロールをアク
ティブ化するアクセス許可を付
与

書き込み

組織単位に対してガードレール
EnableGuardrail を有効化するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

現在の AWS Control Tower デプ
GetAvailableUpdates
ロイで利用可能な更新を一覧表
[アクセス許可
示するアクセス許可を付与
のみ]

読み取り

特定の EnableControl オペレー
GetControlOperation
ションまたは DisableControl オ
ペレーションの現在のステータ
スを取得するアクセス許可を付
与

読み取り

ガードレールの現在のコンプラ
GetGuardrailComplianceStatus
イアンスステータスを取得する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

読み取り

AWS Control Tower のセット
GetHomeRegion アップのホームリージョンを取
[アクセス許可
得するアクセス許可を付与
のみ]

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ランディングゾーンのセット
GetLandingZoneStatus
アップの現在のステータスを取
[アクセス許可
得するアクセス許可を付与
のみ]

読み取り

SSO を通じて利用可能な現在の
ListDirectoryGroups
ディレクトリグループを一覧表
[アクセス許可
示するアクセス許可を付与
のみ]

リスト

指定した組織単位で有効になっ
ListEnabledControls
ているすべてのコントロールを
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

現在有効なガードレールを一覧
ListEnabledGuardrails
表示するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

既存のガードレール違反を一覧
ListGuardrailViolations
表示するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

ListGuardrails
[アクセス許可
のみ]

使用可能なすべてのガードレー
ルを一覧表示するアクセス許可
を付与

リスト

ガードレールとその現在の状態
ListGuardrailsForTarget
を組織単位について一覧表示す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

リスト

AWS Control Tower で管理され
ListManagedAccounts
るアカウントを一覧表示するア
[アクセス許可
クセス許可を付与
のみ]

リスト

指定されたガードレールが適用
ListManagedAccountsForGuardrail
されたマネージドアカウントを
[アクセス許可
一覧表示するアクセス許可を付
のみ]
与

リスト

組織単位の下のマネージドアカ
ListManagedAccountsForParent
ウントを一覧表示するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

リスト

AWS Control Tower によって管
ListManagedOrganizationalUnits
理される組織単位を一覧表示す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

リスト

429

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS のコストと使用状況レポート

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたガードレールが適用
ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
された管理された組織単位を一
[アクセス許可
覧表示するアクセス許可を付与
のみ]

リスト

AWS Control Tower で管理され
ManageOrganizationalUnit
る組織単位を設定するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

書き込み

AWS Control Tower ランディン
SetupLandingZone
グゾーンを設定または更新する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

書き込み

Account Factory の設定を更新す
UpdateAccountFactoryConfig
るアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

AWS Control Tower で定義されるリソースタイプ
AWS Control Tower では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。AWS Control Tower へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AWS Control Tower の条件キー
Control Tower には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS のコストと使用状況レポートのアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS のコストと使用状況レポート (サービスプレフィックス: cur) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS のコストと使用状況レポートで定義されるアクション (p. 431)
• AWS のコストと使用状況レポートで定義されるリソースタイプ (p. 431)
• AWS のコストと使用状況レポートの条件キー (p. 431)
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AWS のコストと使用状況レポートで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コストと使用状況レポート定義
DeleteReportDefinition
を削除します。

Write

コストと使用状況レポート定義
DescribeReportDefinitions
を取得します。

Read

コストと使用状況レポート定義
ModifyReportDefinition
を変更します。

Write

cur* (p. 431)

コストと使用状況レポート定義
PutReportDefinition
を書き込みます。

Write

cur* (p. 431)

依存アク
ション

cur* (p. 431)

AWS のコストと使用状況レポートで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 431)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
cur

条件キー

arn:${Partition}:cur:${Region}:
${Account}:definition/${ReportName}

AWS のコストと使用状況レポートの条件キー
Cost and Usage Report には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS Cost Explorer のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Cost Explorer Service (サービスプレフィックス: ce) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Cost Explorer Service で定義されるアクション (p. 432)
• AWS Cost Explorer Service で定義されるリソースタイプ (p. 436)
• AWS Cost Explorer Service の条件キー (p. 436)

AWS Cost Explorer Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい異常モニターを作成する
CreateAnomalyMonitor
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 437)
aws:TagKeys (p. 437)

新しい異常サブスクリプション
CreateAnomalySubscription
を作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 437)
aws:TagKeys (p. 437)

要求された名前とルールを使用
書き込み
CreateCostCategoryDefinition
して新しい Cost Category を作成
する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

予約の有効期限アラートを作成
CreateNotificationSubscription
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

CreateReport
[アクセス許可
のみ]

書き込み

Cost Explorer レポートを作成す
る許可を付与

異常モニターを削除する許可を
DeleteAnomalyMonitor
付与

書き込み

異常サブスクリプションを削除
DeleteAnomalySubscription
する許可を付与

書き込み

Cost Category を削除する許可を
DeleteCostCategoryDefinition
付与

書き込み

予約の有効期限アラートを削除
DeleteNotificationSubscription
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeleteReport
[アクセス許可
のみ]

書き込み

Cost Explorer レポートを削除す
る許可を付与

anomalymonitor* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)
anomalysubscription* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)
costcategory* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

Cost Category の名前、ARN、
DescribeCostCategoryDefinition
ルール、定義、発効日などの説
明を取得する許可を付与

読み取り

予約の有効期限アラートを表示
DescribeNotificationSubscription
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

Cost Explorer の [レポート] ペー
DescribeReport ジを表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

GetAnomalies

読み取り

異常を取得する許可を付与

依存アク
ション

costcategory* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

anomalymonitor* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

異常モニターを照会する許可を
GetAnomalyMonitors
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)
異常サブスクリプションを照会
GetAnomalySubscriptions
する許可を付与

読み取り

アカウントのコストと利用状況
GetCostAndUsageのメトリクスを取得する許可を
付与

読み取り

アカウントのリソースを使用し
GetCostAndUsageWithResources
てコストと利用状況のメトリク
スを取得する許可を付与

読み取り

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

指定した期間の Cost Catagory の 読み取り
GetCostCategories
名前と値をクエリする許可を付
与
予測期間のコスト予測を取得す
GetCostForecast る許可を付与

読み取り

一定期間にわたってフィルタに
GetDimensionValues
使用可能なすべてのフィルタの
値を取得する許可を付与

読み取り

Cost Explorer の [設定] ページを
GetPreferences 表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

アカウントの予約のカバレッジ
GetReservationCoverage
を取得する許可を付与

読み取り

アカウントの予約の推奨事項を
GetReservationPurchaseRecommendation
取得する許可を付与

読み取り

アカウントの予約率を取得する
GetReservationUtilization
許可を付与

読み取り

アカウントの適切なサイズ設定
GetRightsizingRecommendation
に関する推奨事項を取得する許
可を付与

読み取り

アカウントの Savings Plans のカ 読み取り
GetSavingsPlansCoverage
バレッジを取得する許可を付与
アカウントの Savings Plans に関 読み取り
GetSavingsPlansPurchaseRecommendation
する推奨事項を取得する許可を
付与
アカウントの Savings Plans 使用 読み取り
GetSavingsPlansUtilization
率を取得する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アカウントの Savings Plans 使用 読み取り
GetSavingsPlansUtilizationDetails
率の詳細を取得する許可を付与
GetTags

指定された期間のタグを照会す
る許可を付与

読み取り

予測期間の使用状況予測を取得
GetUsageForecastする許可を付与

読み取り

コスト割り当てタグを一覧表示
ListCostAllocationTags
する許可を付与

リスト

すべての Cost Categories の名
ListCostCategoryDefinitions
前、ARN、発効日を取得する許
可を付与

リスト

Cost Explorer リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示する許可を付与

読み取り

anomalymonitor (p. 436)
anomalysubscription (p. 436)
costcategory (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

検出された異常に関するフィー
ProvideAnomalyFeedback
ドバックを提供する許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

Cost Explorer リソースにタグ付
けする許可を付与

anomalymonitor (p. 436)
anomalysubscription (p. 436)
costcategory (p. 436)
aws:TagKeys (p. 437)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 437)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

Cost Explorer リソースからタグ
UntagResource を削除する許可を付与

タグ付け

anomalymonitor (p. 436)
anomalysubscription (p. 436)
costcategory (p. 436)
aws:TagKeys (p. 437)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

既存の異常モニターを更新する
UpdateAnomalyMonitor
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の異常サブスクリプション
UpdateAnomalySubscription
を更新する許可を付与

書き込み

既存のコスト割り当てタグのス
UpdateCostAllocationTagsStatus
テータスを更新する許可を付与

書き込み

anomalysubscription* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

既存の Cost Category を更新する 書き込み
UpdateCostCategoryDefinition
許可を付与

予約の有効期限アラートを更新
UpdateNotificationSubscription
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

Cost Explorer の [設定] ページを
UpdatePreferences
編集する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

UpdateReport
[アクセス許可
のみ]

書き込み

Cost Explorer レポートを更新す
る許可を付与

依存アク
ション

costcategory* (p. 436)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

AWS Cost Explorer Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 432)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:ce::
anomalysubscription
${Account}:anomalysubscription/${Identifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

arn:${Partition}:ce::
anomalymonitor ${Account}:anomalymonitor/${Identifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

costcategory

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 437)

arn:${Partition}:ce::
${Account}:costcategory/${Identifier}

AWS Cost Explorer Service の条件キー
AWS Cost Explorer は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Data Exchange のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Data Exchange (サービスプレフィックス: dataexchange) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Data Exchange で定義されるアクション (p. 437)
• AWS Data Exchange で定義されるリソースタイプ (p. 440)
• AWS Data Exchange の条件キー (p. 440)

AWS Data Exchange で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJob

ジョブをキャンセルする許可を
付与

書き込み

CreateAsset
[アクセス許可
のみ]

アセットを (ジョブ内などで) 作
成するためのアクセス許可を付
与

書き込み

CreateDataSet

データセットを作成するための
アクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

jobs* (p. 440)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 441)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 441)
aws:TagKeys (p. 441)

イベントアクションを作成する
CreateEventActionためのアクセス許可を付与

書き込み

eventactions* (p. 440)

CreateJob

アセットをインポートもしくは
エクスポートするジョブを作成
するためのアクセス許可を付与

書き込み

jobs* (p. 440)

リビジョンを作成するためのア
クセス許可を付与

書き込み

CreateRevision

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 441)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 441)
aws:TagKeys (p. 441)

DeleteAsset

アセットを削除する許可を付与

書き込み

assets* (p. 440)

DeleteDataSet

データセットを削除するための
アクセス許可を付与

書き込み

datasets* (p. 440)

イベントアクションを削除する
DeleteEventActionためのアクセス許可を付与

書き込み

eventactions* (p. 440)

DeleteRevision リビジョンを削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

revisions* (p. 440)

GetAsset

アセットに関する情報を (ジョブ
内などで) 取得しエクスポートす
るためのアクセス許可を付与

読み込み

assets* (p. 440)

GetDataSet

データセットに関する情報を取
得するためのアクセス許可を付
与

読み込み

datasets* (p. 440)

イベントアクションを取得する
GetEventAction ためのアクセス許可を付与

読み込み

eventactions* (p. 440)

GetJob

読み込み

jobs* (p. 440)

ジョブに関する情報を取得する
ためのアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetRevision

リビジョンに関する情報を取得
するためのアクセス許可を付与

読み込み

revisions* (p. 440)

データセットのリビジョンを一
ListDataSetRevisions
覧表示するためのアクセス許可
を付与

読み込み

revisions* (p. 440)

ListDataSets

アカウントのデータセットを一
覧表示するためのアクセス許可
を付与

読み込み

datasets* (p. 440)

アカウントのイベントアクショ
ListEventActions ンを一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

eventactions* (p. 440)

ListJobs

アカウントのジョブを一覧表示
するためのアクセス許可を付与

読み込み

jobs* (p. 440)

リビジョンのアセットに関する
ListRevisionAssetsリストを取得するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

assets* (p. 440)

指定したリソースに関連付けた
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み取り

datasets (p. 440)

依存アク
ション

revisions (p. 440)
データセットを公開するための
アクセス許可を付与

書き込み

datasets* (p. 440)

リビジョンへの受信者アクセス
RevokeRevision を取り消すアクセス許可を付与

書き込み

revisions* (p. 440)

PublishDataSet
[アクセス許可
のみ]

SendApiAsset

API アセットにリクエストを送信 書き込み
するアクセス許可を付与

assets* (p. 440)

StartJob

ジョブを開始するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

jobs* (p. 440)

TagResource

指定したリソースに 1 つ以上の
タグを追加する許可を付与

タグ付け

datasets (p. 440)
revisions (p. 440)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 441)
aws:TagKeys (p. 441)

指定したリソースから 1 つ以上
UntagResource のタグを削除する許可を付与

タグ付け

datasets (p. 440)
revisions (p. 440)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 441)
UpdateAsset

アセットに関する更新情報を取
得するためのアクセス許可を付
与

書き込み

assets* (p. 440)

データセットに関する情報を更
新するためのアクセス許可を付
与

書き込み

datasets* (p. 440)

イベントアクションに関する情
UpdateEventAction
報を更新するためのアクセス許
可を付与

書き込み

eventactions* (p. 440)

リビジョンに関する情報を更新
UpdateRevision するためのアクセス許可を付与

書き込み

revisions* (p. 440)

UpdateDataSet

AWS Data Exchange で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 437)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

jobs

arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:
${Account}:jobs/${JobId}

dataexchange:JobType (p. 441)

data-sets

arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:
${Account}:data-sets/${DataSetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 441)

revisions

arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:
${Account}:data-sets/${DataSetId}/revisions/
${RevisionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 441)

assets

arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:
${Account}:data-sets/${DataSetId}/revisions/
${RevisionId}/assets/${AssetId}

event-actions

arn:${Partition}:dataexchange:${Region}:
${Account}:event-actions/${EventActionId}

AWS Data Exchange の条件キー
AWS Data Exchange では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。

440

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Data Lifecycle Manager

条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

作成リクエスト内で必須の各タグにより許可された値セット
に基き、アクセスをフィルタリングする

文字列

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクセスを
フィルタリングする

文字列

作成リクエスト内の必須タグの存在に基づきアクセスをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

指定されたジョブタイプ でアクセスをフィルタリングする。
dataexchange:JobType

文字列

Amazon Data Lifecycle Manager のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Data Lifecycle Manager (サービスプレフィックス: dlm) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Data Lifecycle Manager で定義されるアクション (p. 441)
• Amazon Data Lifecycle Manager で定義されるリソースタイプ (p. 442)
• Amazon Data Lifecycle Manager の条件キー (p. 443)

Amazon Data Lifecycle Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon EBS スナップショット
CreateLifecyclePolicy
のスケジュールされた作成と保
持を管理するためにデータのラ
イフサイクルポリシーを作成す
るアクセス許可を付与します。
最大 100 個のポリシーを保持で
きます

書き込み

既存のデータライフサイクルポ
DeleteLifecyclePolicy
リシーを削除するアクセス許可
を付与します。さらに、このア
クションにより、ポリシーで指
定されたスナップショットの作
成と削除が停止されます。既存
のスナップショットは影響を受
けません

書き込み

データのライフサイクルポリ
GetLifecyclePolicies
シーの概要説明のリストを返す
アクセス許可を付与します

リスト

単一のデータのライフサイクル
GetLifecyclePolicyポリシーの詳細な説明を返すア
クセス許可を付与します

読み込み

policy* (p. 443)

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み込み

policy* (p. 443)

TagResource

タグ付け

policy* (p. 443)

リソースのタグを追加または更
新する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 443)
aws:TagKeys (p. 443)

policy* (p. 443)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 443)
aws:TagKeys (p. 443)

リソースに関連付けられている
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

policy* (p. 443)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 443)
aws:TagKeys (p. 443)

既存のデータライフサイクルポ
UpdateLifecyclePolicy
リシーを更新するアクセス許可
を付与します

書き込み

policy* (p. 443)

Amazon Data Lifecycle Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 441)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。

442

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Data Pipeline

リソースタイプ ARN

条件キー

policy

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 443)

arn:${Partition}:dlm:${Region}:
${Account}:policy/${ResourceName}

Amazon Data Lifecycle Manager の条件キー
Amazon Data Lifecycle Manager は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Data Pipeline のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Data Pipeline (サービスプレフィックス: datapipeline) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Data Pipeline で定義されるアクション (p. 443)
• AWS Data Pipeline で定義されるリソースタイプ (p. 446)
• AWS Data Pipeline の条件キー (p. 446)

AWS Data Pipeline で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたパイプラインを検証
ActivatePipeline するアクセス許可を付与し、パ
イプラインタスクの処理を開始
します。パイプラインが検証に
パスしなかった場合、アクティ
ベーションは失敗します

書き込み

AddTags

指定されたパイプラインのタグ
を追加または変更するアクセス
許可を付与します

タグ付け

新しい空のパイプラインを作成
するアクセス許可を付与します

書き込み

CreatePipeline

依存アク
ション

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:workerGroup (p. 446)
datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 446)
aws:TagKeys (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)

指定された実行中のパイプライ
DeactivatePipelineンを非アクティブ化するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:workerGroup (p. 446)

DeletePipeline

パイプライン、およびそのパイ
プライン定義と実行履歴を削除
するアクセス許可を付与します

書き込み

パイプラインに関連付けられた
DescribeObjects 一連のオブジェクトのオブジェ
クト定義を取得するアクセス許
可を付与します

読み込み

1 つまたは複数のパイプラインに
DescribePipelines関するメタデータを取得するア
クセス許可を付与します

リスト

EvaluateExpression を呼び出
EvaluateExpression
し、指定されたオブジェクト
のコンテキストの文字列を評価
するアクセス許可をタスクラン
ナーに付与します

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetAccountLimits を呼び出すア
GetAccountLimits クセス許可を付与します

リスト

指定されたパイプラインの定義
GetPipelineDefinition
を取得するアクセス許可を付与
します

読み込み

依存アク
ション

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:workerGroup (p. 446)

ListPipelines

ユーザーがアクセス許可を持つ
すべてのアクティブパイプライ
ンのパイプライン識別子を一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

リスト

PollForTask

PollForTask を呼び出し、AWS
Data Pipeline から実行するタス
クを受け取るアクセス許可をタ
スクランナーに付与します

書き込み

PutAccountLimits を呼び出すア
PutAccountLimits クセス許可を付与します

書き込み

指定されたパイプラインにタス
PutPipelineDefinition
ク、スケジュール、および前提
条件を追加するアクセス許可を
付与します

書き込み

QueryObjects

指定された一連の条件に一致す
るオブジェクトの名前を、指定
されたパイプラインでクエリす
るアクセス許可を付与します

読み込み

指定されたパイプラインから既
存のタグを削除するアクセス許
可を付与します

タグ付け

RemoveTags

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:workerGroup (p. 446)
datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)

タスクが割り当てられてい
ReportTaskProgress
ることを確認するために、
タスクが割り当てられる
と、ReportTaskProgress を呼び
出すアクセス許可をタスクラン
ナーに付与します

書き込み

動作することを示す
ReportTaskRunnerHeartbeat
ために、15 分ごとに
ReportTaskRunnerHeartbeat を
呼び出すアクセス許可をタスク
ランナーに付与します

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SetStatus

指定された物理パイプラインオ
ブジェクト、または論理パイプ
ラインオブジェクトのステータ
スが、指定されたパイプライン
で更新されるようにリクエスト
するアクセス許可を付与します

書き込み

タスクが完了したことを AWS
Data Pipeline に通知し、最終ス
テータスに関する情報を提供す
るために、SetTaskStatus を呼び
出すアクセス許可をタスクラン
ナーに付与します

書き込み

SetTaskStatus

パイプライン定義が正しい形式
ValidatePipelineDefinition
であり、エラーなく実行できる
ことを確認するために、指定さ
れたパイプライン定義を検証す
るアクセス許可を付与します

依存アク
ション

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)

読み込み

datapipeline:PipelineCreator (p. 446)
datapipeline:Tag (p. 446)
datapipeline:workerGroup (p. 446)

AWS Data Pipeline で定義されるリソースタイプ
AWS Data Pipeline では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。AWS Data Pipeline へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AWS Data Pipeline の条件キー
AWS Data Pipeline では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

パイプラインを作成した IAM ユーザーでアクセスをフィルタ
datapipeline:PipelineCreator
リングします

ArrayOfString

datapipeline:Tag

リソースにアタッチすることができる、顧客が指定したキー
と値のペアによってアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

タスクランナーが作業を取得する対象のワーカーグループの
datapipeline:workerGroup
名前によってアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString
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AWS Database Migration Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Database Migration Service (サービスプレフィックス: dms) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Database Migration Service で定義されるアクション (p. 447)
• AWS Database Migration Service で定義されるリソースタイプ (p. 453)
• AWS Database Migration Service の条件キー (p. 453)

AWS Database Migration Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レプリケーションインスタン
AddTagsToResource
ス、エンドポイント、セキュ
リティグループ、移行タスクな
ど、DMS リソースにメタデータ
タグを追加する許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

Certificate (p. 453)
Endpoint (p. 453)
EventSubscription (p. 453)
ReplicationInstance (p. 453)
ReplicationSubnetGroup (p. 453)
ReplicationTask (p. 453)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)
保留中のメンテナンスアクショ
ApplyPendingMaintenanceAction
ンをリソース (例えば、レプリ
ケーションインスタンス) に適用
する許可を付与

書き込み

ReplicationInstance* (p. 453)

1 回のプレマイグレーション評価
CancelReplicationTaskAssessmentRun
の実行をキャンセルする許可を
付与

書き込み

ReplicationTaskAssessmentRun* (p. 453)

提供された設定を使用してエン
CreateEndpoint ドポイントを作成する許可を付
与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)

AWS DMS イベント通知サブス
CreateEventSubscription
クリプションを作成する許可を
付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)

指定されたパラメータを使用し
CreateReplicationInstance
てレプリケーションインスタン
スを作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)

VPC 内のサブネット ID のリスト 書き込み
CreateReplicationSubnetGroup
を指定して、レプリケーション
サブネットグループを作成する
許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)

書き込み

CreateReplicationTask
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたパラメータを使用し
てレプリケーションタスクを作
成する許可を付与

依存アク
ション

ReplicationInstance* (p. 453)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)
dms:reqtag/
${TagKey} (p. 454)

指定された証明書を削除する許
DeleteCertificate 可を付与

書き込み

Certificate* (p. 453)

レプリケーションインスタンス
DeleteConnectionとエンドポイント間の指定され
た接続を削除するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

Endpoint* (p. 453)

指定されたエンドポイントを削
除する許可を付与

書き込み

Endpoint* (p. 453)

AWS DMS イベントサブスクリ
DeleteEventSubscription
プションを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

EventSubscription* (p. 453)

指定されたレプリケーションイ
DeleteReplicationInstance
ンスタンスを削除する許可を付
与

書き込み

ReplicationInstance* (p. 453)

サブネットグループを削除する
DeleteReplicationSubnetGroup
許可を付与

書き込み

ReplicationSubnetGroup* (p. 453)

指定されたレプリケーションタ
DeleteReplicationTask
スクを削除する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

1 回のプレマイグレーション評価
DeleteReplicationTaskAssessmentRun
の実行の記録を削除する許可を
付与

書き込み

ReplicationTaskAssessmentRun* (p. 453)

お客様のアカウントのすべての
DescribeAccountAttributes
AWS DMS 属性を一覧表示する
アクセス許可を付与

読み込み

新しいプレマイグレーション評
DescribeApplicableIndividualAssessments
価の実行で指定できる個々の評
価を一覧表示する許可を付与

読み込み

証明書の説明を提供する許可を
DescribeCertificates
付与

読み込み

レプリケーションインスタンス
DescribeConnections
とエンドポイント間の接続のス
テータスを説明する許可を付与

読み込み

DeleteEndpoint
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のデータベースエンジンの
DescribeEndpointSettings
エンドポイントを作成するとき
に利用可能なエンドポイント設
定を返す許可を付与

読み込み

利用可能なエンドポイントのタ
DescribeEndpointTypes
イプについての情報を返すアク
セス許可を付与

読み込み

現在のリージョンのアカウント
DescribeEndpointsのエンドポイントについての情
報を返すアクセス許可を付与

読み込み

すべてのイベントソースタイプ
DescribeEventCategories
か、指定されている場合は、指
定されたソースタイプのカテゴ
リを一覧表示する許可を付与

読み込み

お客様アカウントのサブスクリ
DescribeEventSubscriptions
プションの説明をすべて一覧表
示する許可を付与

読み込み

指定されたソース識別子とソー
DescribeEvents スタイプのイベントを一覧表示
する許可を付与

読み込み

指定されたリージョンに作成で
DescribeOrderableReplicationInstances
きるレプリケーションインスタ
ンスタイプについての情報を返
すアクセス許可を付与

読み取り

保留中のメンテナンスアクショ
DescribePendingMaintenanceActions
ンに関する情報を返すアクセス
許可を付与

読み取り

依存アク
ション

RefreshSchemas 操作のステータ 読み込み
DescribeRefreshSchemasStatus
スを返すアクセス許可を付与

Endpoint* (p. 453)

指定されたタスクのタスクログ
DescribeReplicationInstanceTaskLogs
について情報を返すアクセス許
可を付与

ReplicationInstance* (p. 453)

読み込み

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)

現在のリージョンのアカウント
DescribeReplicationInstances
のレプリケーションインスタン
スについての情報を返すアクセ
ス許可を付与

読み込み

レプリケーションサブネットグ
DescribeReplicationSubnetGroups
ループについての情報を返すア
クセス許可を付与

読み込み

Amazon S3 から最新のタスク評
DescribeReplicationTaskAssessmentResults
価結果を返す許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

フィルター設定に基づいて、プ
DescribeReplicationTaskAssessmentRuns
レマイグレーション評価の実行
のページ分割されたリストを返
すアクセス許可を付与

読み込み

フィルタ設定に基づいて個々の
DescribeReplicationTaskIndividualAssessments
評価のページ分割されたリスト
を返す許可を付与

読み込み

現在のリージョンのアカウント
DescribeReplicationTasks
のレプリケーションタスクにつ
いての情報を返すアクセス許可
を付与

読み込み

指定されたエンドポイントのス
DescribeSchemasキーマについての情報を返すア
クセス許可を付与

読み込み

Endpoint* (p. 453)

テーブル名、挿入行、更新行、
DescribeTableStatistics
削除行などデータベース移行タ
スクのテーブル統計を返すアク
セス許可を付与

読み込み

ReplicationTask* (p. 453)

指定された証明書をアップロー
ImportCertificate ドする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

ReplicationInstance (p. 453)
ReplicationTask (p. 453)
ReplicationTaskAssessmentRun (p. 453)
ReplicationTask (p. 453)
ReplicationTaskAssessmentRun (p. 453)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 454)
aws:TagKeys (p. 454)

AWS DMS リソース用にすべて
ListTagsForResource
のタグを一覧表示するアクセス
許可を付与

読み込み

Certificate (p. 453)
Endpoint (p. 453)
EventSubscription (p. 453)
ReplicationInstance (p. 453)
ReplicationSubnetGroup (p. 453)
ReplicationTask (p. 453)

ModifyEndpoint

指定されたエンドポイントを変
更する許可を付与

書き込み

Certificate (p. 453)

既存の AWS DMS イベント通知
ModifyEventSubscription
サブスクリプションを変更する
アクセス許可を付与

書き込み

レプリケーションインスタンス
ModifyReplicationInstance
を変更して新しい設定を適用す
るためのアクセス許可を付与

書き込み

指定されたレプリケーションサ
ModifyReplicationSubnetGroup
ブネットグループの設定を変更
する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたレプリケーションタ
ModifyReplicationTask
スクを変更する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

指定されたレプリケーションタ
MoveReplicationTask
スクを別のレプリケーションイ
ンスタンスに移動するためのア
クセス許可を付与

書き込み

ReplicationInstance* (p. 453)

レプリケーションインスタンス
RebootReplicationInstance
を再起動する許可を付与 再起動
すると、レプリケーションイン
スタンスが再度使用可能になる
まで、一時的に機能停止になり
ます

書き込み

ReplicationInstance* (p. 453)

指定されたエンドポイントのス
RefreshSchemas キーマを投入する許可を付与

書き込み

Endpoint* (p. 453)

ReloadTables

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

タグ付け

Certificate (p. 453)

ターゲットデータベース表を
ソースデータでリロードする許
可を付与

DMS リソースからメタデータタ
RemoveTagsFromResource
グを削除する許可を付与

ReplicationTask* (p. 453)

ReplicationInstance* (p. 453)

Endpoint (p. 453)
EventSubscription (p. 453)
ReplicationInstance (p. 453)
ReplicationSubnetGroup (p. 453)
ReplicationTask (p. 453)
aws:TagKeys (p. 454)

レプリケーションタスクを開始
StartReplicationTask
する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

ソースデータベース内のサポー
StartReplicationTaskAssessment
トされていないデータ型のレプ
リケーションタスク評価を開始
する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

移行タスクの 1 つまたは複数の
StartReplicationTaskAssessmentRun
個別の評価に対して、新しいプ
レマイグレーション評価の実行
を開始する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

レプリケーションタスクを停止
StopReplicationTask
する許可を付与

書き込み

ReplicationTask* (p. 453)

レプリケーションインスタンス
TestConnection とエンドポイント間の接続をテ
ストする許可を付与

読み込み

Endpoint* (p. 453)
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AWS Database Migration Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 447)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Certificate

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
${Account}:cert:*

dms:cert-tag/
${TagKey} (p. 454)
Endpoint

arn:${Partition}:dms:${Region}:
${Account}:endpoint:*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
dms:endpoint-tag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
EventSubscription${Account}:es:*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
dms:es-tag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
ReplicationInstance
${Account}:rep:*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
dms:rep-tag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
ReplicationSubnetGroup
${Account}:subgrp:*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
dms:subgrp-tag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
ReplicationTask ${Account}:task:*

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 454)
dms:task-tag/
${TagKey} (p. 454)

arn:${Partition}:dms:${Region}:
ReplicationTaskAssessmentRun
${Account}:assessment-run:*
arn:${Partition}:dms:${Region}:
ReplicationTaskIndividualAssessment
${Account}:individual-assessment:*

AWS Database Migration Service の条件キー
AWS Database Migration Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを
定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアによっ
てアクセスをフィルタリングする

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

dms:cert-tag/
${TagKey}

証明書のリクエスト内にタグキーと値のペアが存在するかど
うかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:endpoint-tag/
${TagKey}

エンドポイントのリクエスト内にタグキーと値のペアが存在
するかどうかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:es-tag/
${TagKey}

EventSubscription のリクエスト内にタグキーと値のペアが存
在するかどうかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:rep-tag/
${TagKey}

ReplicationInstance のリクエスト内にタグキーと値のペアが
存在するかどうかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:req-tag/
${TagKey}

指定されたリクエスト内にタグキーと値のペアが存在するか
どうかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:subgrp-tag/
${TagKey}

ReplicationSubnetGroup のリクエスト内にタグキーと値のペ
アが存在するかどうかでアクセスをフィルタリング

文字列

dms:task-tag/
${TagKey}

ReplicationTask のリクエスト内にタグキーと値のペアが存在
するかどうかでアクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Database Query Metadata Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Database Query Metadata Service（サービスプレフィックス: dbqms）では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Database Query Metadata Service で定義されるアクション (p. 455)
• Database Query Metadata Service で定義されるリソースタイプ (p. 456)
• Database Query Metadata Service の条件キー (p. 456)
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Database Query Metadata Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しいお気に入りクエリを作成
CreateFavoriteQuery
する許可を付与。

Write

クエリを履歴に追加する許可を
CreateQueryHistory
付与。

Write

CreateTab

新しいクエリタブを作成する許
可を付与。

Write

保存されたクエリを削除する許
DeleteFavoriteQueries
可を付与。

Write

履歴クエリを削除する許可を付
DeleteQueryHistory
与。

Write

DeleteTab

Write

クエリタブを削除する許可を付
与。

保存されたクエリおよび関連す
DescribeFavoriteQueries
るメタデータを一覧表示する許
可を付与。

リスト

実行されたクエリの履歴を一覧
DescribeQueryHistory
表示する許可を付与。

リスト

DescribeTabs

リスト

クエリタブおよび関連するメタ
データを一覧表示する許可を付
与。

お気に入りまたは履歴クエリ文
GetQueryString 字列を ID で検索する許可を付
与。

Read

保存されたクエリと説明を更新
UpdateFavoriteQuery
する許可を付与。

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クエリ履歴を更新する許可を付
UpdateQueryHistory
与。

Write

UpdateTab

Write

クエリタブを更新する許可を付
与。

依存アク
ション

Database Query Metadata Service で定義されるリソースタイプ
Database Query Metadata Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。Database Query Metadata Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Database Query Metadata Service の条件キー
DBQMS には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS DataSync のアクション、リソース、および条件
キー
AWS DataSync (サービスプレフィックス: datasync) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS DataSync で定義されるアクション (p. 456)
• AWS DataSync で定義されるリソースタイプ (p. 460)
• AWS DataSync の条件キー (p. 461)

AWS DataSync で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

同期タスクの実行をキャンセル
CancelTaskExecution
する許可を付与

書き込み

CreateAgent

ホストにデプロイしたエージェ
ントをアクティブ化する許可を
付与

書き込み

Amazon EFS ファイルシステム
CreateLocationEfsのエンドポイントを作成する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

taskexecution* (p. 460)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

Amazon Fsx Lustre エンドポイン 書き込み
CreateLocationFsxLustre
トを作成する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

Amazon Fsx for ONTAP エンド
CreateLocationFsxOntap
ポイントを作成する許可を付与
します

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

Amazon Fsx for OpenZFS エンド 書き込み
CreateLocationFsxOpenZfs
ポイントを作成するアクセス許
可を付与します

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)

Amazon FSx Windows ファイル
CreateLocationFsxWindows
サーバーファイルシステムのエ
ンドポイントを作成する許可を
付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)

Amazon Hdfs エンドポイントを
CreateLocationHdfs
作成する許可を付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 461)

aws:TagKeys (p. 461)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

NFS ファイルシステム用のエン
CreateLocationNfsドポイントを作成する許可を付
与

書き込み

セルフマネージドオブジェクト
CreateLocationObjectStorage
ストレージバケットのエンドポ
イントを作成する許可を付与

書き込み

Amazon S3 バケットのエンドポ
CreateLocationS3イントを作成する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 461)
SMB ファイルシステムのエンド
CreateLocationSmb
ポイントを作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

CreateTask

同期タスクを作成する許可を付
与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)

DeleteAgent

エージェントを削除する許可を
付与

書き込み

agent* (p. 460)

DeleteLocation AWS DataSync によって使用さ
れている場所を削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

location* (p. 460)

DeleteTask

同期タスクを削除する許可を付
与

書き込み

task* (p. 460)

DescribeAgent

同期エージェントに関する、名
前、ネットワークインターフェ
イス、ステータス (エージェント
が実行されているかどうか) など
のメタデータを表示するための
アクセス許可を付与します

読み込み

agent* (p. 460)

Amazon EFS 同期場所に関する
DescribeLocationEfs
パス情報など、メタデータを表
示する許可を付与

読み込み

location* (p. 460)

Amazon FSx Lustre 同期場所に
DescribeLocationFsxLustre
関するパス情報などのメタデー
タを表示する許可を付与

読み取り

location* (p. 460)

Amazon FSx for ONTAP 同期場
DescribeLocationFsxOntap
所に関するパス情報などのメタ
データを表示する許可を付与

読み取り

location* (p. 460)

Amazon FSx OpenZFS 同期場
DescribeLocationFsxOpenZfs
所に関するパス情報などのメタ
データを表示するアクセス許可
を付与します

読み込み

location* (p. 460)

Amazon FSx Windows の同期場
DescribeLocationFsxWindows
所に関するパス情報などのメタ
データを表示する許可を付与

読み込み

location* (p. 460)

Amazon HDFS 同期場所に関する 読み込み
DescribeLocationHdfs
パス情報などのメタデータを表
示する許可を付与

location* (p. 460)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

NFS 同期場所に関するパス情報
DescribeLocationNfs
などのメタデータを表示する許
可を付与

読み込み

location* (p. 460)

セルフマネージドオブジェクト
DescribeLocationObjectStorage
ストレージサーバーの場所に関
するメタデータを表示する許可
を付与

読み込み

location* (p. 460)

Amazon S3 バケットの同期場所
DescribeLocationS3
に関する、バケット名などのメ
タデータを表示する許可を付与

読み込み

location* (p. 460)

SMB 同期場所に関するパス情報
DescribeLocationSmb
などのメタデータを表示する許
可を付与

読み込み

location* (p. 460)

DescribeTask

同期タスクに関するメタデータ
を表示する許可を付与

読み込み

task* (p. 460)

実行中の同期タスクに関するメ
DescribeTaskExecution
タデータを表示する許可を付与

読み込み

taskexecution* (p. 460)

ListAgents

リクエストで指定されたリー
ジョンの AWS アカウント が所
有するエージェントを一覧表示
するアクセス許可を付与します

リスト

ListLocations

同期元と同期先の場所を一覧表
示する許可を付与

リスト

指定されたリソースに追加され
ListTagsForResource
たタグを一覧表示するためのア
クセス許可を付与します

読み込み

依存アク
ション

agent (p. 460)
location (p. 460)
task (p. 460)

実行された同期タスクを一覧表
ListTaskExecutions
示する許可を付与

リスト

ListTasks

リスト

すべての同期タスクを一覧表示
する許可を付与

同期タスクの特定の呼び出しを
StartTaskExecution
開始する許可を付与

書き込み

task* (p. 460)

TagResource

タグ付け

agent (p. 460)

キーと値のペアを AWS リソース
に適用するアクセス許可を付与
します

location (p. 460)
task (p. 460)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 461)
aws:TagKeys (p. 461)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたリソースから 1 つ以
UntagResource 上のタグを削除する権限を付与
します

タグ付け

依存アク
ション

agent (p. 460)
location (p. 460)
task (p. 460)
aws:TagKeys (p. 461)

UpdateAgent

エージェントの名前を更新する
許可を付与

書き込み

agent* (p. 460)

HDFS 同期場所を更新する許可
UpdateLocationHdfs
を付与

書き込み

location* (p. 460)

NFS 同期場所を更新する許可を
UpdateLocationNfs
付与

書き込み

location* (p. 460)

セルフマネージドオブジェクト
UpdateLocationObjectStorage
ストレージサーバーの場所を更
新する許可を付与

書き込み

location* (p. 460)

SMB 同期場所を更新するアクセ
UpdateLocationSmb
ス許可を付与

書き込み

location* (p. 460)

UpdateTask

同期タスクに関連付けられたメ
タデータを更新する許可を付与

書き込み

task* (p. 460)

同期タスクの実行を更新する許
UpdateTaskExecution
可を付与

書き込み

taskexecution* (p. 460)

AWS DataSync で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 456)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

agent

arn:${Partition}:datasync:${Region}:
${AccountId}:agent/${AgentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 461)

location

arn:${Partition}:datasync:${Region}:
${AccountId}:location/${LocationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 461)

task

arn:${Partition}:datasync:${Region}:
${AccountId}:task/${TaskId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 461)

taskexecution

arn:${Partition}:datasync:${Region}:
${AccountId}:task/${TaskId}/execution/
${ExecutionId}
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AWS DataSync の条件キー
AWS DataSync では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースに関連付けられたタグキーと値のペアでアクセスを
フィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS DeepComposer のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS DeepComposer (サービスプレフィックス: deepcomposer) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS DeepComposer で定義されるアクション (p. 461)
• AWS DeepComposer で定義されるリソースタイプ (p. 464)
• AWS DeepComposer の条件キー (p. 464)

AWS DeepComposer で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

リクエストの送信者に関連
Write
AssociateCoupon 付けられたアカウントに
[アクセス許可
DeepComposer クーポン (または
のみ]
DSN) を関連付けるためのアクセ
ス許可を付与
CreateAudio
[アクセス許可
のみ]

MIDI コンポジションを wav ま
たは mp3 ファイルに変換して、
オーディオファイルを作成する
ためのアクセス許可を付与

Write

audio* (p. 464)

マルチトラックの MIDI コンポジ
CreateComposition
ションを作成するためのアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

Write

composition* (p. 464)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 464)
aws:TagKeys (p. 464)

CreateModel
[アクセス許可
のみ]

ユーザー提供のピアノメロ
ディーに対する推論を実行し、
マルチトラックの MIDI コンポジ
ションを作成できるジェネレー
ティブモデルの作成/トレーニン
グを開始するためのアクセス許
可を付与

Write

model* (p. 464)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 464)
aws:TagKeys (p. 464)

コンポジションを削除するため
DeleteComposition
のアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

composition* (p. 464)

DeleteModel

モデルを削除するためのアクセ
ス許可を付与

Write

model* (p. 464)

コンポジションに関する情報を
GetComposition 取得するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

Read

composition* (p. 464)

GetModel [ア
クセス許可の
み]

Read

モデルに関する情報を取得する
ためのアクセス許可を付与

サンプル/事前トレーニング済み
GetSampleModel の DeepComposer モデルに関す
[アクセス許可
る情報を取得するためのアクセ
のみ]
ス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リクエストの送信者が所有する
ListCompositions すべてのコンポジションを一覧
[アクセス許可
表示するためのアクセス許可を
のみ]
付与

リスト

composition* (p. 464)

ListModels [ア
クセス許可の
み]

リクエストの送信者が所有する
すべてのモデルを一覧表示する
ためのアクセス許可を付与

リスト

model* (p. 464)

DeepComposer サービスによっ
ListSampleModelsて提供されるサンプル/事前ト
[アクセス許可
レーニング済みのすべてのモデ
のみ]
ルを一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与

リスト

model* (p. 464)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

リスト

composition (p. 464)

依存アク
ション

model (p. 464)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 464)

モデルの作成/トレーニングに関
ListTrainingTopicsするすべてのトレーニングオプ
[アクセス許可
ションまたはトピックを一覧表
のみ]
示するためのアクセス許可を付
与

リスト

model* (p. 464)

TagResource

タグ付け

composition (p. 464)

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

model (p. 464)
aws:TagKeys (p. 464)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 464)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 464)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

composition (p. 464)
model (p. 464)
aws:TagKeys (p. 464)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 464)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 464)

コンポジションに関連付けられ
UpdateComposition
た変更可能なプロパティを変更
[アクセス許可
するためのアクセス許可を付与
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateModel
[アクセス許可
のみ]

モデルに関連付けられた変更可
能なプロパティを変更するため
のアクセス許可を付与

Write

依存アク
ション

model* (p. 464)

AWS DeepComposer で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 461)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

model

arn:${Partition}:deepcomposer:${Region}:
${Account}:model/${ModelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 464)

composition

arn:${Partition}:deepcomposer:${Region}:
${Account}:composition/${CompositionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 464)

audio

arn:${Partition}:deepcomposer:${Region}:
${Account}:audio/${AudioId}

AWS DeepComposer の条件キー
AWS DeepComposer では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS DeepLens のアクション、リソース、および条
件キー
AWS DeepLens (サービスプレフィックス: deeplens) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
トピック
• AWS DeepLens で定義されるアクション (p. 465)
• AWS DeepLens で定義されるリソースタイプ (p. 467)
• AWS DeepLens の条件キー (p. 467)

AWS DeepLens で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS DeepLens が正しく機能す
AssociateServiceRoleToAccount
るために必要なさまざまなアク
セス許可を制御する IAM ロール
にユーザーのアカウントを関連
付けます。

Permissions
management

AWS DeepLens デバイスのリス
BatchGetDevice トを取得します。

Read

device* (p. 467)

AWS DeepLens モデルのリスト
を取得します。

Read

model* (p. 467)

AWS DeepLens プロジェクトの
BatchGetProject リストを取得します。

Read

project* (p. 467)

AWS DeepLens デバイスを正常
CreateDeviceCertificates
に認証および登録するために使
用される証明書パッケージを作
成します。

Write

BatchGetModel
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateModel

新しい AWS DeepLens モデルを
作成します。

Write

CreateProject

新しい AWS DeepLens プロジェ
クトを作成します。

Write

DeleteModel

AWS DeepLens モデルを削除し
ます。

Write

model* (p. 467)

DeleteProject

AWS DeepLens プロジェクトを
削除します。

Write

project* (p. 467)

DeployProject

AWS DeepLens プロジェクトを
登録済みの AWS DeepLens デバ
イスにデプロイします。

Write

device* (p. 467)

登録済みの AWS DeepLens デバ
DeregisterDevice イスのデバイス登録解除ワーク
フローを開始します。

Write

ユーザーのアカウントに関連付
GetAssociatedResources
けられているアカウントレベル
のリソースを取得します。

Read

関連付けられているメタデー
GetDeploymentStatus
タとともに、特定の AWS
DeepLens デバイスのデプロイス
テータスを取得します。

Read

GetDevice

AWS DeepLens デバイスに関す
る情報を取得します。

Read

device* (p. 467)

GetModel

AWS DeepLens モデルを取得し
ます。

Read

model* (p. 467)

GetProject

AWS DeepLens プロジェクトを
取得します。

Read

project* (p. 467)

project* (p. 467)

サンプルプロジェクトテン
ImportProjectFromTemplate
プレートから新しい AWS
DeepLens プロジェクトを作成し
ます。

Write

AWS DeepLens デプロイ識別子
ListDeployments のリストを取得します。

リスト

ListDevices

AWS DeepLens デバイス識別子
のリストを取得します。

リスト

ListModels

AWS DeepLens モデル識別子の
リストを取得します。

リスト

ListProjects

AWS DeepLens プロジェクト識
別子のリストを取得します。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RegisterDevice

AWS DeepLens デバイスのデバ
イス登録ワークフローを開始し
ます。

Write

RemoveProject

デプロイされた AWS DeepLens
プロジェクトを AWS DeepLens
デバイスから削除します。

Write

device* (p. 467)

既存の AWS DeepLens プロジェ
クトを更新します。

Write

project* (p. 467)

UpdateProject

依存アク
ション

AWS DeepLens で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 465)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

device

arn:${Partition}:deeplens:${Region}:
${Account}:device/${DeviceName}

project

arn:${Partition}:deeplens:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}

model

arn:${Partition}:deeplens:${Region}:
${Account}:model/${ModelName}

AWS DeepLens の条件キー
DeepLens には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS DeepRacer のアクション、リソース、および条
件キー
AWS DeepRacer (サービスプレフィックス: deepracer) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS DeepRacer で定義されるアクション (p. 468)
• AWS DeepRacer で定義されるリソースタイプ (p. 475)
• AWS DeepRacer の条件キー (p. 475)

AWS DeepRacer で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プライベートリーダーボードへ
AddLeaderboardAccessPermission
のアクセスを追加する許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

このアカウントの現在の管理者
AdminGetAccountConfig
マルチユーザー設定を取得する
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

読み込み

このアカウントで作成されたす
AdminListAssociatedResources
べての DeepRacer ユーザーとそ
[アクセス許可
の関連リソースを一覧表示する
のみ]
許可を付与

読み込み

このアカウントに関連付けられ
AdminListAssociatedUsers
ているすべてのユーザーのユー
[アクセス許可
ザーデータを一覧表示する許可
のみ]
を付与

読み込み

このアカウントに関連付けられ
AdminManageUser
ているユーザーを管理する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

このアカウントの設定オプショ
AdminSetAccountConfig
ンを設定する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の DeepRacer モデルのク
CloneReinforcementLearningModel
ローンを作成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

reinforcement_learning_model* (p. 475)
track* (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

CreateCar [ア
クセス許可の
み]

ガレージで DeepRacer カーを作
成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

リーダーボードを作成する許可
CreateLeaderboard
を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

プライベートリーダーボードの
CreateLeaderboardAccessToken
アクセストークンを作成する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

リーダーボードで評価する
CreateLeaderboardSubmission
DeepRacer モデルを送信する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
leaderboard* (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeepRacer の強化学習モデルを
CreateReinforcementLearningModel
作成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

track* (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

リーダーボードを削除する許可
DeleteLeaderboard
を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeleteModel
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeepRacer モデルを削除する許
可を付与

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

リーダーボードを編集する許可
EditLeaderboard を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

このアカウントの現在のマルチ
GetAccountConfigユーザー設定を取得する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み込み

GetAlias [アク
セス許可のみ]

リーダーボードに DeepRacer モ
デルを送信するためのユーザー
のエイリアスを取得する許可を
付与

読み込み

GetAssetUrl
[アクセス許可
のみ]

既存のDeepRacer モデルの
Artifact をダウンロードする許可
を付与

読み込み

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

GetCar [アク
セス許可のみ]

ガレージから特定のDeepRacer
カーを回収する許可を付与

読み込み

car* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

GetCars [アク
セス許可のみ]

ガレージ内のすべての
DeepRacer カーを表示する許可
を付与
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deepracer:UserToken (p. 476)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetEvaluation
[アクセス許可
のみ]

既存の DeepRacer モデルの評価
ジョブに関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

依存アク
ション

evaluation_job* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

リーダーボードで最後に送信さ
GetLatestUserSubmission
れたユーザーの DeepRacer モデ
[アクセス許可
ルがどのようなパフォーマンス
のみ]
を発揮したかに関する情報を取
得する許可を付与。

読み込み

リーダーボードに関する情報を
GetLeaderboard 取得する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

読み込み

GetModel [ア
クセス許可の
み]

読み込み

既存の DeepRacer モデルに関す
る情報を取得する許可を付与

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

リーダーボードに関する情報を
GetPrivateLeaderboard
取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

リーダーボードに掲示された
GetRankedUserSubmission
ユーザーの DeepRacer モデルの
[アクセス許可
パフォーマンスに関する情報を
のみ]
取得する許可を付与。

読み込み

GetTrack [アク DeepRacer トラックに関する情
セス許可のみ]
報を取得する許可を付与。

読み込み

track* (p. 475)

読み込み

training_job* (p. 475)

GetTrainingJob
[アクセス許可
のみ]
ImportModel
[アクセス許可
のみ]

既存の DeepRacer モデルのト
レーニングジョブに関する情報
を取得する許可を付与

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

DeepRacer の強化学習モデルを
インポートする許可を付与

書き込み

ListEvaluations DeepRacer モデルの評価ジョブ
[アクセス許可
を一覧表示する許可を付与
のみ]

読み込み

deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リーダーボードにユーザーの
ListLeaderboardSubmissions
DeepRacer モデルのすべての送
[アクセス許可
信を一覧表示する許可を付与
のみ]

読み込み

使用可能なすべてのリーダー
ListLeaderboards ボードをリストする許可を付
[アクセス許可
与。
のみ]

読み込み

ListModels [ア
クセス許可の
み]

読み込み

既存のすべての DeepRacer モデ
ルをリストする許可を付与。

依存アク
ション

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

プライベートリーダーボードに
ListPrivateLeaderboardParticipants
関する参加者情報を取得する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

読み込み

使用可能なすべてのプライベー
ListPrivateLeaderboards
トリーダーボードを一覧表示す
[アクセス許可
る許可を付与
のみ]

読み込み

サブスクライブしているすべて
ListSubscribedPrivateLeaderboards
のプライベートリーダーボード
[アクセス許可
を一覧表示する許可を付与
のみ]

読み込み

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
car (p. 475)
evaluation_job (p. 475)
leaderboard (p. 475)
leaderboard_evaluation_job (p. 475)
reinforcement_learning_model (p. 475)
training_job (p. 475)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

ListTracks [ア
クセス許可の
み]

すべての DeepRacer トラックを
リストする許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeepRacer モデルのトレーニン
ListTrainingJobs グジョブを一覧表示する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み込み

MigrateModels
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeepRacer の以前の強化学習モ
デルを移行する許可を付与

reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

オペレーション属性で指定され
PerformLeaderboardOperation
たリーダーボードオペレーショ
[アクセス許可
ンを実行する許可を付与
のみ]

書き込み

プライベートリーダーボードへ
RemoveLeaderboardAccessPermission
のアクセスを削除する許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

SetAlias [アク
セス許可のみ]

リーダーボードに DeepRacer モ
デルを送信するためのユーザー
のエイリアスを設定する許可を
付与

書き込み

シミュレートされた環境で
DeepRacer モデルを評価する許
可を付与

書き込み

StartEvaluation
[アクセス許可
のみ]

依存アク
ション

leaderboard (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
leaderboard* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
reinforcement_learning_model* (p. 475)
track* (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

StopEvaluation DeepRacer モデルの評価を停止
[アクセス許可
する許可を付与。
のみ]

書き込み

evaluation_job* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

DeepRacer モデルのトレーニン
StopTrainingReinforcementLearningModel
グを停止する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

reinforcement_learning_model* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
car (p. 475)
evaluation_job (p. 475)
leaderboard (p. 475)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

leaderboard_evaluation_job (p. 475)
reinforcement_learning_model (p. 475)
training_job (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
報酬関数の正確性をテストする
TestRewardFunction
許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

car (p. 475)
evaluation_job (p. 475)
leaderboard (p. 475)
leaderboard_evaluation_job (p. 475)
reinforcement_learning_model (p. 475)
training_job (p. 475)
aws:TagKeys (p. 475)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 475)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)

UpdateCar [ア
クセス許可の
み]

ガレージ内の DeepRacer カーを
更新する許可を付与

書き込み

car* (p. 475)
deepracer:UserToken (p. 476)
deepracer:MultiUser (p. 475)
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AWS DeepRacer で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 468)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

car

arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
${Account}:car/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

evaluation_job

arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
${Account}: evaluation_job/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

leaderboard

arn:${Partition}:deepracer:
${Region}::leaderboard/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
leaderboard_evaluation_job
${Account}:leaderboard_evaluation_job/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
reinforcement_learning_model
${Account}:model/reinforcement_learning/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

track

arn:${Partition}:deepracer:${Region}::track/
${ResourceId}

training_job

arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
${Account}:training_job/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 475)

AWS DeepRacer の条件キー
AWS DeepRacer は IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義する許可を付与。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによってアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアによって
アクションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーでアクションをフィルタリングしま
す

ArrayOfString

マルチユーザーフラグでアクセスをフィルタリングします

Bool

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

deepracer:MultiUser
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条件キー

説明

タイプ

リクエスト内のユーザートークンでアクセスをフィルタリン
deepracer:UserTokenグします

文字列

Amazon Detective のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Detective（サービスプレフィックス: detective）では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Detective で定義されるアクション (p. 476)
• Amazon Detective で定義されるリソースタイプ (p. 479)
• Amazon Detective の条件キー (p. 479)

Amazon Detective で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

動作グラフのメンバーになるた
AcceptInvitation めの招待を受け入れるアクセス
許可を付与

書き込み

このアカウントによって管理さ
BatchGetGraphMemberDatasources
れる動作グラフで、指定され
たメンバーアカウントのデータ

読み取り
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Detective

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ソースパッケージ履歴を取得す
る許可を付与
指定されたグラフの呼び出し元
BatchGetMembershipDatasources
アカウントのデータソースパッ
ケージ履歴を取得する許可を付
与

読み取り

CreateGraph

動作グラフを作成してセキュリ
ティ情報の集約を開始する許可
を付与。

Write

このアカウントによって管理さ
CreateMembers れる動作グラフで 1 つ以上のア
カウントのメンバーシップをリ
クエストする許可を付与。

Write

Graph* (p. 479)

DeleteGraph

Write

Graph* (p. 479)

このアカウントによって管理さ
DeleteMembers れる動作グラフからメンバー
アカウントを削除する許可を付
与。

書き込み

Graph* (p. 479)

AWS Organizations と Amazon
DescribeOrganizationConfiguration
Detective の統合に関連する現在
の設定を表示する許可を付与

読み取り

Graph* (p. 479)

organizations:DescribeOrg

組織の Amazon Detective 委任管
DisableOrganizationAdminAccount
理者アカウントを削除する許可
を付与

書き込み

Graph* (p. 479)

organizations:DescribeOrg

このアカウントと動作グラフと
DisassociateMembership
の関連付けを削除する許可を付
与。

書き込み

組織の Amazon Detective 委任管
EnableOrganizationAdminAccount
理者アカウントを指定する許可
を付与

書き込み

動作グラフを削除してセキュリ
ティ情報の集約を停止する許可
を付与。

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 479)
aws:TagKeys (p. 480)

iam:CreateServiceLinkedR

organizations:DescribeOrg

organizations:EnableAWS

organizations:RegisterDel
無料トライアル期間における動
GetFreeTrialEligibility
作グラフの資格を取得する許可
[アクセス許可
を付与。
のみ]

Read

Graph* (p. 479)

動作グラフのデータ取り込み状
GetGraphIngestState
態を取得する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

Read

Graph* (p. 479)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetMembers

動作グラフの指定されたメン
バーの詳細を取得する許可を付
与。

Read

Graph* (p. 479)

Amazon Detective の料金に関す
GetPricingInformation
る情報を取得する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

Read

動作グラフの使用状況の情報を
GetUsageInformation
一覧表示する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

読み取り

Graph* (p. 479)

このアカウントによって管理さ
ListDatasourcePackages
れる動作グラフで、グラフの
データソースパッケージの取り
込み状態および最新の状態変更
のタイムスタンプを一覧表示す
る許可を付与

読み取り

Graph* (p. 479)

ListGraphs

このアカウントによって管理さ
れる動作グラフを一覧表示する
許可を付与。

リスト

ListInvitations

このアカウントへ参加を招待し
た動作グラフの詳細を取得する
許可を付与。

リスト

ListMembers

動作グラフのすべてのメンバー
の詳細を取得する許可を付与。

リスト

Graph* (p. 479)

組織の現在の Amazon Detective
ListOrganizationAdminAccounts
委任管理者アカウントを表示す
る許可を付与

リスト

Graph* (p. 479)

動作グラフに割り当てられたタ
ListTagsForResource
グ値を一覧表示する許可を付
与。

Read

Graph* (p. 479)

動作グラフのメンバーになるた
めの招待を拒否する許可を付
与。

Write

動作グラフに保存されたデータ
を検索する許可を付与。

読み取り

Graph* (p. 479)

ACCEPTED_BUT_DISABLED ス
StartMonitoringMember
テータスを持つメンバーアカウ
ントのデータ取り込みを開始す
る許可を付与

書き込み

Graph* (p. 479)

TagResource

タグ付け

Graph* (p. 479)

RejectInvitation
SearchGraph
[アクセス許可
のみ]

動作グラフにタグ値を割り当て
るアクセス許可を付与

478

依存アク
ション

organizations:DescribeOrg

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 479)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 480)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 479)
動作グラフからタグ値を削除す
UntagResource る許可を付与。

タグ付け

Graph* (p. 479)

このアカウントによって管理さ
UpdateDatasourcePackages
れる動作グラフで、データソー
スパッケージを有効または無効
にする許可を付与

書き込み

Graph* (p. 479)

AWS Organizations と Amazon
UpdateOrganizationConfiguration
Detective の統合に関連する現在
の設定を更新する許可を付与

書き込み

Graph* (p. 479)

aws:TagKeys (p. 480)

organizations:DescribeOrg

Amazon Detective で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 476)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Graph

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 479)

arn:${Partition}:detective:${Region}:
${Account}:graph:${ResourceId}

Amazon Detective の条件キー
Amazon Detective では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグを指定してアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リソースに関連付けられたタグを指定してアクセスをフィル
タリングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーを指定してアクセスをフィル
タリングする

ArrayOfString

AWS Device Farm のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Device Farm (サービスプレフィックス: devicefarm) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Device Farm で定義されるアクション (p. 480)
• AWS Device Farm で定義されるリソースタイプ (p. 487)
• AWS Device Farm の条件キー (p. 489)

AWS Device Farm で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロジェクト内でデバイスプー
CreateDevicePoolルを作成する許可を付与。

書き込み

デバイスインスタンスプロファ
CreateInstanceProfile
イルを作成する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロジェクト内でネットワーク
CreateNetworkProfile
プロファイルを作成する許可を
付与。

書き込み

CreateProject

書き込み

モバイルテスト用のプロジェク
トを作成する許可を付与。

依存アク
ション

project* (p. 488)

aws:RequestTag/
ec2:CreateNetworkInterfa
${TagKey} (p. 489)
ec2:DescribeSecurityGrou
aws:TagKeys (p. 489)
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

iam:CreateServiceLinkedR
デバイスインスタンスへのリ
CreateRemoteAccessSession
モートアクセスセッションを開
始する許可を付与。

書き込み

device* (p. 488)
project* (p. 488)
deviceinstance (p. 488)
upload (p. 488)

デスクトップテスト用のプロ
CreateTestGridProject
ジェクトを作成する許可を付
与。

書き込み

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

iam:CreateServiceLinkedR
テストグリッドサービスにアク
CreateTestGridUrlセスするために使用される新し
い署名付き URL を生成する許可
を付与

書き込み

testgridproject* (p. 488)

CreateUpload

プロジェクト内で新しいファ
イルまたはアプリケーションを
アップロードする許可を付与。

書き込み

project* (p. 488)

Amazon Virtual Private Cloud
CreateVPCEConfiguration
(VPC) エンドポイント設定を作
成する許可を付与。

書き込み

ユーザーが生成したデバイス
DeleteDevicePoolプールを削除する許可を付与。

書き込み

devicepool* (p. 488)

ユーザーが生成したインスタン
DeleteInstanceProfile
スプロファイルを削除する許可
を付与。

書き込み

instanceprofile* (p. 488)

ユーザーが生成したネットワー
DeleteNetworkProfile
クプロファイルを削除する許可
を付与。

書き込み

networkprofile* (p. 488)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteProject

モバイルテストプロジェクトを
削除する許可を付与。

書き込み

project* (p. 488)

完了したリモートアクセスセッ
DeleteRemoteAccessSession
ションとその結果を削除する許
可を付与。

書き込み

session* (p. 488)

DeleteRun

書き込み

run* (p. 488)

デスクトップテストプロジェク
DeleteTestGridProject
トを削除する許可を付与。

書き込み

testgridproject* (p. 488)

DeleteUpload

書き込み

upload* (p. 488)

Amazon Virtual Private Cloud
DeleteVPCEConfiguration
(VPC) エンドポイント設定を削
除する許可を付与。

書き込み

vpceconfiguration* (p. 488)

アカウントで購入された、計測
GetAccountSettings
されていない iOS デバイスや計
測されていない Android デバイ
スの数を取得する許可を付与。

読み込み

GetDevice

一意のデバイスタイプの情報を
取得する許可を付与。

読み込み

device* (p. 488)

デバイスインスタンスの情報を
GetDeviceInstance
取得する許可を付与。

読み込み

deviceinstance* (p. 488)

GetDevicePool デバイスプールの情報を取得す
る許可を付与。

読み込み

devicepool* (p. 488)

テストやアプリケーションとデ
GetDevicePoolCompatibility
バイスプールとの互換性に関す
る情報を取得する許可を付与。

読み込み

devicepool* (p. 488)

インスタンスプロファイルの情
GetInstanceProfile報を取得する許可を付与。

読み込み

instanceprofile* (p. 488)

GetJob

ジョブの情報を取得する許可を
付与。

読み込み

job* (p. 488)

ネットワークプロファイルの情
GetNetworkProfile報を取得する許可を付与。

読み込み

networkprofile* (p. 488)

AWS アカウント で購入されたす
GetOfferingStatusべてのサービスの現在のステー
タスと今後のステータスを取得
するアクセス許可を付与します

読み込み

GetProject

読み込み

実行を削除する許可を付与。

ユーザーがアップロードした
ファイルを削除する許可を付
与。

モバイルテストプロジェクトに
関する情報を取得する許可を付
与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

現在実行中のリモートアクセス
GetRemoteAccessSession
セッションへのリンクを取得す
る許可を付与。

読み込み

session* (p. 488)

GetRun

実行の情報を取得する許可を付
与。

読み込み

run* (p. 488)

GetSuite

テストスイートの情報を取得す
る許可を付与。

読み込み

suite* (p. 488)

GetTest

テストケースの情報を取得する
許可を付与。

読み込み

test* (p. 488)

デスクトップテストプロジェク
GetTestGridProject
トに関する情報を取得する許可
を付与。

読み込み

testgridproject* (p. 488)

テストグリッドセッションの情
GetTestGridSession
報を取得する許可を付与。

読み込み

testgridproject (p. 488)

依存アク
ション

testgridsession (p. 488)
GetUpload

アップロードされたファイルの
情報を取得する許可を付与。

読み込み

upload* (p. 488)

Amazon Virtual Private Cloud
GetVPCEConfiguration
(VPC) エンドポイント設定の情
報を取得する許可を付与。

読み込み

vpceconfiguration* (p. 488)

リモートアクセスセッションで
InstallToRemoteAccessSession
デバイスにアプリケーションを
インストールする許可を付与。

書き込み

session* (p. 488)

ListArtifacts

リスト

プロジェクトのアーティファク
トを一覧表示する許可を付与。

upload* (p. 488)
job (p. 488)
run (p. 488)
suite (p. 488)
test (p. 488)

デバイスインスタンスの情報を
ListDeviceInstances
一覧表示する許可を付与。

リスト

デバイスプールの情報を一覧表
ListDevicePools 示する許可を付与。

リスト

ListDevices

一意のデバイスタイプの情報を
一覧表示する許可を付与。

リスト

デバイスインスタンスプロファ
ListInstanceProfiles
イルの情報を一覧表示する許可
を付与。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListJobs

実行内のジョブの情報を一覧表
示する許可を付与。

リスト

run* (p. 488)

プロジェクト内のネットワーク
ListNetworkProfiles
プロファイルの情報を一覧表示
する許可を付与。

リスト

project* (p. 488)

提供しているプロモーションを
ListOfferingPromotions
一覧表示する許可を付与。

リスト

AWS アカウント のすべての購
ListOfferingTransactions
入、更新、およびシステム更新
トランザクションの履歴を一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

リスト

ListOfferings

ユーザーが API を使用して管理
できる製品またはサービスを一
覧表示する許可を付与。

リスト

ListProjects

AWS アカウント のモバイルテス
トプロジェクトの情報を一覧表
示するアクセス許可を付与しま
す

リスト

現在実行中のリモートアクセス
ListRemoteAccessSessions
セッションの情報を一覧表示す
る許可を付与。

リスト

project* (p. 488)

ListRuns

プロジェクト内の実行の情報を
一覧表示する許可を付与。

リスト

project* (p. 488)

ListSamples

プロジェクト内のサンプルの情
報を一覧表示する許可を付与。

リスト

job* (p. 488)

ListSuites

ジョブ内のテストスイートの情
報を一覧表示する許可を付与。

リスト

job* (p. 488)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

リスト

device (p. 488)
deviceinstance (p. 488)
devicepool (p. 488)
instanceprofile (p. 488)
networkprofile (p. 488)
project (p. 488)
run (p. 488)
session (p. 488)
testgridproject (p. 488)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
testgridsession (p. 488)
vpceconfiguration (p. 488)

AWS アカウント のデスクトップ
ListTestGridProjects
テストプロジェクトの情報を一
覧表示するアクセス許可を付与
します

リスト

テストグリッドセッション中に
ListTestGridSessionActions
実行されたセッションアクショ
ンをリストする許可を付与。

リスト

testgridsession* (p. 488)

テストグリッドセッションに
ListTestGridSessionArtifacts
よって生成されたアーティファ
クトをリストする許可を付与。

リスト

testgridsession* (p. 488)

テストグリッドプロジェクト内
ListTestGridSessions
のセッションを一覧表示する許
可を付与。

リスト

testgridproject* (p. 488)

ListTests

テストスイート内のテストの情
報を一覧表示する許可を付与。

リスト

suite* (p. 488)

実行内の一意の問題の情報を一
ListUniqueProblems
覧表示する許可を付与。

リスト

run* (p. 488)

ListUploads

プロジェクト内のアップロード
の情報を一覧表示する許可を付
与。

リスト

project* (p. 488)

Amazon Virtual Private Cloud
ListVPCEConfigurations
(VPC) エンドポイント設定の情
報を一覧表示する許可を付与。

リスト

AWS アカウント のサービスを購
PurchaseOffering 入するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

RenewOffering サービスで更新するデバイスの
数を設定する許可を付与。

書き込み

ScheduleRun

書き込み

実行をスケジュールする許可を
付与。

project* (p. 488)
devicepool (p. 488)
upload (p. 488)

シナリオ: Device Pool as filter

devicepool* (p. 488)
project* (p. 488)
upload (p. 488)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シナリオ: Device Selection
Configuration as filter
StopJob

依存アク
ション

project* (p. 488)
upload (p. 488)

実行中のジョブを終了する許可
を付与。

書き込み

job* (p. 488)

実行中のリモートアクセスセッ
StopRemoteAccessSession
ションを終了する許可を付与。

書き込み

session* (p. 488)

StopRun

実行中のテストランを終了する
許可を付与。

書き込み

run* (p. 488)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

device (p. 488)
deviceinstance (p. 488)
devicepool (p. 488)
instanceprofile (p. 488)
networkprofile (p. 488)
project (p. 488)
run (p. 488)
session (p. 488)
testgridproject (p. 488)
testgridsession (p. 488)
vpceconfiguration (p. 488)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 489)
aws:TagKeys (p. 489)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

device (p. 488)
deviceinstance (p. 488)
devicepool (p. 488)
instanceprofile (p. 488)
networkprofile (p. 488)
project (p. 488)
run (p. 488)
session (p. 488)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

testgridproject (p. 488)
testgridsession (p. 488)
vpceconfiguration (p. 488)
aws:TagKeys (p. 489)
既存のデバイスインスタンスを
UpdateDeviceInstance
変更する許可を付与。

書き込み

既存のデバイスプールを変更す
UpdateDevicePoolる許可を付与。

書き込み

devicepool* (p. 488)

既存のインスタンスプロファイ
UpdateInstanceProfile
ルを変更する許可を付与。

書き込み

instanceprofile* (p. 488)

既存のネットワークプロファイ
UpdateNetworkProfile
ルを変更する許可を付与。

書き込み

networkprofile* (p. 488)

UpdateProject

書き込み

project* (p. 488)

既存のモバイルテストプロジェ
クトを変更する許可を付与。

deviceinstance* (p. 488)
instanceprofile (p. 488)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

iam:CreateServiceLinkedR
既存のデスクトップテストプロ
UpdateTestGridProject
ジェクトを変更する許可を付
与。

書き込み

testgridproject* (p. 488)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

iam:CreateServiceLinkedR
UpdateUpload

既存のアップロードを変更する
許可を付与。

書き込み

既存の Amazon Virtual Private
書き込み
UpdateVPCEConfiguration
Cloud (VPC) エンドポイント設定
を変更する許可を付与。

upload* (p. 488)
vpceconfiguration* (p. 488)

AWS Device Farm で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 480)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

project

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:project:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

run

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:run:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

job

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:job:${ResourceId}

suite

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:suite:${ResourceId}

test

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:test:${ResourceId}

upload

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:upload:${ResourceId}

artifact

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:artifact:${ResourceId}

sample

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:sample:${ResourceId}

networkprofile

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:networkprofile:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

deviceinstance

arn:${Partition}:devicefarm:
${Region}::deviceinstance:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

session

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:session:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

devicepool

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:devicepool:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

device

arn:${Partition}:devicefarm:
${Region}::device:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

instanceprofile

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:instanceprofile:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
vpceconfiguration ${Account}:vpceconfiguration:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

testgrid-project

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:testgrid-project:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)

testgridsession

arn:${Partition}:devicefarm:${Region}:
${Account}:testgrid-session:${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 489)
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AWS Device Farm の条件キー
AWS Device Farm では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon DevOps Guru のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon DevOps Guru (サービスプレフィックス: devops-guru) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon DevOps Guru で定義されるアクション (p. 489)
• Amazon DevOps Guru で定義されるリソースタイプ (p. 492)
• Amazon DevOps Guru の条件キー (p. 492)

Amazon DevOps Guru で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

DevOps Guru に通知チャネルを
AddNotificationChannel
追加する権限を付与します

書き込み

sns:GetTopicAttributes

DeleteInsight

アカウント内の指定されたイン
サイトを削除するアクセス許可
を付与します

書き込み

AWS アカウント 内のオペレー
DescribeAccountHealth
ションの健全性を表示するアク
セス許可を付与します

読み込み

ある時間範囲内の AWS アカウン
DescribeAccountOverview
ト におけるオペレーションの健
全性を表示するアクセス許可を
付与します

読み込み

指定された異常の詳細を一覧表
DescribeAnomaly 示する権限を付与します

読み込み

DevOps Guru のイベントソース
DescribeEventSourcesConfig
の詳細を取得するアクセス許可
を付与します

読み込み

指定されたインサイトのフィー
DescribeFeedbackドバックの詳細を表示する許可
を付与

読み込み

指定されたインサイトの詳細を
一覧表示する権限を付与します

読み込み

組織内のオペレーションの健全
DescribeOrganizationHealth
性を表示する許可を付与しま
す。

読み込み

組織内における時間範囲内のオ
DescribeOrganizationOverview
ペレーションの健全性を表示す
る許可を付与します。

読み込み

組織内におけるDevOps
DescribeOrganizationResourceCollectionHealth
Guru で指定された各 AWS
CloudFormation スタック、サー
ビスもしくはアカウントのオペ
レーションの健全性を表示する
許可を付与します。AWS

読み込み

DescribeInsight

説明

sns:SetTopicAttributes

DevOps Guru で指定された各
読み込み
DescribeResourceCollectionHealth
AWS CloudFormation スタックの
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

オペレーションの健全性を表示
するアクセス許可を付与します
DevOps Guru と統合できるサー
DescribeServiceIntegration
ビスの統合ステータスを表示す
る権限を付与します

読み込み

サービスリソースコストの見積
GetCostEstimationりを一覧表示する許可を付与

読み込み

DevOps Guru を使用するよ
GetResourceCollection
うに設定されている AWS
CloudFormation スタックを一覧
表示する許可を付与

読み込み

アカウント内にある所与のイン
ListAnomaliesForInsight
サイトの異常を一覧表示する権
限を付与します

リスト

アカウントの特定インサイトの
ListAnomalousLogGroups
ログ異常を一覧表示する権限の
付与

リスト

ListEvents

DevOps Guru で評価されるリ
ソースイベントを一覧表示する
権限を付与します

リスト

ListInsights

アカウント内のインサイトを一
覧表示する権限を付与します

リスト

アカウントのDevOps Guru がモ
ListMonitoredResources
ニタリングしているリソースを
一覧表示する許可の付与

リスト

DevOps Guru 用に設定された通
ListNotificationChannels
知チャネルをアカウントに表示
する権限を付与します。

リスト

組織内のインサイトを一覧表示
ListOrganizationInsights
する権限を付与します。

リスト

指定されたインサイトの推奨事
ListRecommendations
項を一覧表示する権限を付与し
ます

リスト

PutFeedback

DevOps Guru にフィードバック
を送信する権限を付与します

書き込み

DevOps Guru から通知チャネル
RemoveNotificationChannel
を削除する許可を付与します

書き込み

SearchInsights

リスト

アカウント内のインサイトを検
索する権限を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

組織内のインサイトを検索する
SearchOrganizationInsights
権限を付与します。

リスト

月額コストの見積もり作成を開
StartCostEstimation
始する許可を付与

読み込み

DevOps Guru のイベントソース
UpdateEventSourcesConfig
を更新するアクセス許可を付与
します

書き込み

依存アク
ション

DevOps Guru でアカウント内の 書き込み
UpdateResourceCollection
どの AWS リソースを分析する
かを指定するために使用される
AWS CloudFormation スタックの
リストを更新するアクセス許可
を付与します
DevOps Guru と統合するサービ
UpdateServiceIntegration
スを有効または無効にする権限
を付与します。

書き込み

Amazon DevOps Guru で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 489)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
topic

条件キー

arn:${Partition}:sns:${Region}:${Account}:
${TopicName}

Amazon DevOps Guru の条件キー
DevOps Guru には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Direct Connect のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Direct Connect (サービスプレフィックス: directconnect) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。

492

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Direct Connect

• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Direct Connect で定義されるアクション (p. 493)
• AWS Direct Connect で定義されるリソースタイプ (p. 499)
• AWS Direct Connect の条件キー (p. 500)

AWS Direct Connect で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想プライベートゲートウェイ
AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal
を Direct Connect ゲートウェイ
にアタッチするための提案リク
エストを受け入れる許可を付与

書き込み

dxgateway* (p. 500)

相互接続上にホスト接続を作成
AllocateConnectionOnInterconnect
するアクセス許可を付与

書き込み

dxcon* (p. 499)

AWS Direct Connect パートナー
AllocateHostedConnection
のネットワークおよび特定の
AWS Direct Connect ロケーショ
ンの間に新しいホスト接続を作
成する許可を付与

書き込み

dxcon (p. 499)

依存アク
ション

dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

別の顧客が所有できるようにプ
AllocatePrivateVirtualInterface
ライベート仮想インターフェイ
スをプロビジョニングする許可
を付与

書き込み

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

別の顧客が所有できるようにパ
AllocatePublicVirtualInterface
ブリック仮想インターフェイス
をプロビジョニングする許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

別の顧客が所有できるようにト
AllocateTransitVirtualInterface
ランジット仮想インターフェイ
スをプロビジョニングする許可
を付与

書き込み

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

コネクションをLink Aggregation
AssociateConnectionWithLag
Group（LAG）に関連付ける許可
を付与

書き込み

ホスト接続およびその仮想イン
AssociateHostedConnection
ターフェイスを Link Aggregation
Group (LAG) または相互接続に
関連付ける許可を付与

書き込み

MAC セキュリティ (MACsec) 接
AssociateMacSecKey
続キー名 (CKN) /接続関連付け
キー (CAK) ペアを AWS Direct
Connect 専用接続と関連付ける
許可を付与

書き込み

dxcon* (p. 499)
dxlag* (p. 500)
dxcon* (p. 499)
dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)

仮想インターフェイスを、指定
書き込み
AssociateVirtualInterface
された Link Aggregation Group
(LAG) もしくは接続と関連付ける
許可を付与

dxvif* (p. 500)

相互接続上にホスト接続が作成
ConfirmConnection
されていることを確認する許可
を付与

書き込み

dxcon* (p. 499)

接続もしくは Link Aggregation
ConfirmCustomerAgreement
Group (LAG) を作成するとき
に、契約条件を確認するアクセ
ス許可を付与

書き込み

別の顧客が作成したプライベー
ConfirmPrivateVirtualInterface
ト仮想インターフェイスの所有
権を受け入れる許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)

別の顧客が作成したパブリック
ConfirmPublicVirtualInterface
仮想インターフェイスの所有権
を受け入れる許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

別の顧客が作成したトランジッ
ConfirmTransitVirtualInterface
ト仮想インターフェイスの所有
権を受け入れる許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)

指定された仮想インターフェイ
CreateBGPPeer スで BGP ピアを作成する許可を
付与

書き込み

dxvif* (p. 500)

顧客ネットワークおよび特定の
CreateConnectionAWS Direct Connect ロケーショ
ンの間に新しい接続を作成する
許可を付与

書き込み

dxlag (p. 500)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

Direct Connect ゲートウェイを作 書き込み
CreateDirectConnectGateway
成する許可を付与これは、一連
の仮想インターフェイスおよび
仮想プライベートゲートウェイ
を接続できるようにする中間オ
ブジェクトです。
Direct Connect ゲートウェイおよ 書き込み
CreateDirectConnectGatewayAssociation
び仮想プライベートゲートウェ
イ間の関連付けを作成する許可
を付与

dxgateway* (p. 500)

指定された仮想プライベート
書き込み
CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal
ゲートウェイを、指定された
Direct Connect ゲートウェイに関
連付けるための提案を作成する
許可を付与

dxgateway* (p. 500)

AWS Direct Connect パート
CreateInterconnect
ナーおよび特定の AWS Direct
Connect ロケーションの間に新
しい相互接続を作成する許可を
付与

書き込み

dxlag (p. 500)

CreateLag

書き込み

カスタマーネットワークおよび
特定の AWS Direct Connect ロ
ケーションの間の、指定された
数のバンドル済み物理接続を使
用して、Link Aggregation Group
(LAG) を作成する許可を付与

新しい仮想プライベートゲート
CreatePrivateVirtualInterface
ウェイを作成する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)
dxcon (p. 499)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)
書き込み

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しいパブリック仮想インター
CreatePublicVirtualInterface
フェイスを作成するアクセス許
可を付与」

書き込み

依存アク
ション

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

新しい中継仮想インターフェイ
CreateTransitVirtualInterface
スを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

指定されたカスタマーアドレス
DeleteBGPPeer および ASN を持つ、指定された
仮想インターフェイス上の指定
された BGP ピアを削除しまする
許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)

接続を削除する許可を付与
DeleteConnection

書き込み

dxcon* (p. 499)

指定された Direct Connect
DeleteDirectConnectGateway
gatewayの記録設定を削除する許
可を付与

書き込み

dxgateway* (p. 500)

指定されたDirect Connect ゲート 書き込み
DeleteDirectConnectGatewayAssociation
ウェイおよび仮想プライベート
ゲートウェイ間の関連付けを削
除する許可を付与

dxgateway* (p. 500)

指定されたDirect Connect ゲート 書き込み
DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal
ウェイおよび仮想プライベート
ゲートウェイ間の関連付け提案
リクエストを削除する許可を付
与
指定されたインターコネクトを
DeleteInterconnect削除するアクセス許可を付与

書き込み

dxcon* (p. 499)

DeleteLag

書き込み

dxlag* (p. 500)

書き込み

dxvif* (p. 500)

指定された Link Aggregation
Group (LAG)を削除するアクセス
許可を付与

仮想インターフェースを削除す
DeleteVirtualInterface
るアクセス許可を付与

接続の LOA-CFA を記述するアク 読み取り
DescribeConnectionLoa
セス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

このリージョンで設定されたす
DescribeConnections
べての接続を記述するアクセス
許可を付与

読み取り

dxcon (p. 499)

指定された相互接続でプロビ
DescribeConnectionsOnInterconnect
ジョニングされている接続のリ
ストを記述をする許可を付与

読み取り

dxcon* (p. 499)

顧客契約のリスト、署名済み
DescribeCustomerMetadata
ステータス、およびお客様が
NniPartner、NniPartnerv2、また
は非パートナーのいずれである
かを表示するアクセス許可を付
与

読み取り

仮想プライベートゲートウェイ
読み取り
DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals
および Direct Connect ゲート
ウェイ間の接続に関する 1 つ以
上の関連付け提案の記述する許
可を付与

dxgateway (p. 500)

Direct Connect ゲートウェイおよ 読み取り
DescribeDirectConnectGatewayAssociations
び仮想プライベートゲートウェ
イの間の関連付けを記述する許
可を付与

dxgateway (p. 500)

Direct Connect ゲートウェイおよ 読み取り
DescribeDirectConnectGatewayAttachments
び仮想インターフェイス間のア
タッチメントを記述する許可を
付与

dxgateway (p. 500)

すべての Direct Connect ゲー
読み取り
DescribeDirectConnectGateways
トウェイ、もしくは指定された
Direct Connect ゲートウェイのみ
を記述する許可を付与

dxgateway (p. 500)

指定された相互接続もしくは
DescribeHostedConnections
Link Aggregation Group (LAG) で
プロビジョニングされているホ
スト接続を記述する許可を付与

dxcon (p. 499)

読み取り

dxlag (p. 500)

相互接続の LOA-CFA を記述する 読み取り
DescribeInterconnectLoa
アクセス許可を付与

dxcon* (p. 499)

AWS アカウントが所有する相互
DescribeInterconnects
接続のリストを記述するアクセ
ス許可を付与

読み取り

dxcon (p. 499)

DescribeLags

読み取り

dxlag (p. 500)

すべての Link Aggregation Group
(LAG) もしくは指定された LAG
を記述するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeLoa

接続、相互接続、もしくはLink
Aggregation Group (LAG) の
LOA-CFA を記述するアクセス許
可を付与

読み取り

現在の現在のリージョン内の
DescribeLocationsAWS Direct Connect ロケーショ
ンAWSのリストを記述する許可
を付与

読み取り

仮想インターフェイスのルータ
DescribeRouterConfiguration
の詳細を説明するアクセス許可
を付与

読み取り

dxvif* (p. 500)

DescribeTags

読み取り

dxcon (p. 499)

指定された AWS Direct Connect
リソースに関連付けられている
タグを記述する許可を付与

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)

dxlag (p. 500)
dxvif (p. 500)

AWS アカウントが所有する仮想
DescribeVirtualGateways
プライベートゲートウェイのリ
ストを記述する許可を付与

読み取り

にすべての仮想インターフェー
DescribeVirtualInterfaces
スをローカルゲートウェイ仮想
を記述する許可を付与AWS アカ
ウント

読み取り

Link Aggation Group (LAG) から
DisassociateConnectionFromLag
の接続の関連付けを解除するア
クセス許可を付与

書き込み

MAC セキュリティ (MACsec) セ
DisassociateMacSecKey
キュリティキーと AWS Direct
Connect 専用接続

書き込み

仮想インターフェイスのフェイ
ListVirtualInterfaceTestHistory
ルオーバーテスト履歴を一覧表
示する許可を付与

リスト

dxvif* (p. 500)

BGP ピアリングセッションを
StartBgpFailoverTest
DOWN 状態にして、設定が回復
性要件を満たしていることを確
認する仮想インターフェイスの
フェイルオーバーテストを開始
する許可を付与 トラフィックを
送信して、サービス停止が起こ
らないことを確認できます。

書き込み

dxvif* (p. 500)

仮想インターフェイスのフェイ
StopBgpFailoverTest
ルオーバーテストを停止するア
クセス許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

指定されたタグを指定された
AWSDirect Connect のリソース
に追加する許可を付与 各リソー
スには、最大 50 個のタグを設定
できます。

タグ付け

依存アク
ション

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
dxvif (p. 500)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

指定されたAWSDirect Connectリ タグ付け
UntagResource ソースから 1 つ以上のタグを削
除するアクセス許可を付与

dxcon (p. 499)
dxlag (p. 500)
dxvif (p. 500)
aws:TagKeys (p. 500)

AWS Direct Connect 専用接続設
UpdateConnection定を更新する許可を付与。接続
について、次のパラメータを更
新できます。接続名または接続
の MAC セキュリティ (MACsec)
暗号化モード

書き込み

Direct Connect ゲートウェイの名 書き込み
UpdateDirectConnectGateway
前を更新するアクセス許可を付
与

dxcon* (p. 499)

dxgateway* (p. 500)

Direct Connect ゲートウェイの関 書き込み
UpdateDirectConnectGatewayAssociation
連付けの指定された属性を更新
する許可を付与
UpdateLag

指定された Link Aggregation
Group (LAG) の属性を更新する
許可を付与

書き込み

dxlag* (p. 500)

指定された仮想プライベートイ
UpdateVirtualInterfaceAttributes
ンターフェースの指定された属
性を更新する許可を付与

書き込み

dxvif* (p. 500)

AWS Direct Connect で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 493)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

dxcon

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 500)

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:
${Account}:dxcon/${ConnectionId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

dxlag

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:
${Account}:dxlag/${LagId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 500)

dxvif

arn:${Partition}:directconnect:${Region}:
${Account}:dxvif/${VirtualInterfaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 500)

dx-gateway

arn:${Partition}:directconnect::
${Account}:dx-gateway/
${DirectConnectGatewayId}

AWS Direct Connect の条件キー
AWS Direct Connect では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義されま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Directory Service のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Directory Service (サービスプレフィックス: ds) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Directory Service で定義されるアクション (p. 501)
• AWS Directory Service で定義されるリソースタイプ (p. 508)
• AWS Directory Service の条件キー (p. 509)
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AWS Directory Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ディレクトリ所有者アカウント
AcceptSharedDirectory
から送信されたディレクトリ共
有リクエストを受け入れる許可
を付与

書き込み

directory* (p. 508)

AddIpRoutes

トラフィックをアマゾン ウェブ
サービスの Microsoft AD との間
で正しくルーティングできるよ
うに CIDR アドレスブロックを
追加する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

指定されたディレクトリの指定
されたリージョンに 2 つのドメ
インコントローラーを追加する
許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

指定された Amazon Directory
AddTagsToResource
Services ディレクトリの 1 つま
たは複数のタグを追加または上
書きする許可を付与

タグ付け

directory* (p. 508)

AddRegion

依存アク
ション

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:DescribeSecurityGrou

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 509)
aws:TagKeys (p. 509)

AWS ディレクトリのアプリケー
AuthorizeApplication
ションを承認する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

directory* (p. 508)

進行中の Microsoft AD ディレク
CancelSchemaExtension
トリへのスキーマ拡張をキャン
セルする許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

CheckAlias [ア
クセス許可の
み]

読み取り

エイリアスが使用可能であるこ
とを確認する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オンプレミスディレクトリに接
ConnectDirectory 続するための AD Connector を作
成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
ec2:AuthorizeSecurityGro
${TagKey} (p. 509)
ec2:AuthorizeSecurityGro
aws:TagKeys (p. 509)
ec2:CreateNetworkInterfa
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateTags

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
CreateAlias

ディレクトリのエイリアスを作
成し、ディレクトリにエイリア
スを割り当てる許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

指定されたディレクトリにコン
CreateComputer ピュータアカウントを作成し、
コンピュータをディレクトリに
結合する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

AWS ディレクトリに関連付けら
CreateConditionalForwarder
れる条件付きフォワーダーを作
成する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

Simple AD ディレクトリを作成
CreateDirectory する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
ec2:AuthorizeSecurityGro
${TagKey} (p. 509)
ec2:AuthorizeSecurityGro
aws:TagKeys (p. 509)
ec2:CreateNetworkInterfa
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateTags

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
AWS クラウドに IdentityPool
CreateIdentityPoolDirectory
ディレクトリを作成する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウント で指定され
書き込み
CreateLogSubscription
た CloudWatch ロググループに
Directory Service ドメインコント
ローラーセキュリティログをリ
アルタイムに転送するためのサ
ブスクリプションを作成する許
可を付与
AWS クラウドに Microsoft AD を
CreateMicrosoftAD
作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

directory* (p. 508)

aws:RequestTag/
ec2:AuthorizeSecurityGro
${TagKey} (p. 509)
ec2:AuthorizeSecurityGro
aws:TagKeys (p. 509)
ec2:CreateNetworkInterfa
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateTags

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
AWS クラウド上に Simple AD
CreateSnapshot ディレクトリまたは Microsoft
AD ディレクトリのスナップ
ショットを作成する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

CreateTrust

AWS クラウドの Microsoft AD と
外部ドメインを結ぶ信頼関係の
AWS 側の作成を開始する許可を
付与

書き込み

directory* (p. 508)

AWS ディレクトリのためにセッ
DeleteConditionalForwarder
トアップされた条件付きフォ
ワーダーを削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

AWS Directory Service ディレク
トリを削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

DeleteDirectory

ec2:DeleteNetworkInterfac
ec2:DeleteSecurityGroup

ec2:DescribeNetworkInter

ec2:RevokeSecurityGroup

ec2:RevokeSecurityGroup
指定されたログサブスクリプ
DeleteLogSubscription
ションを削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

ディレクトリスナップショット
DeleteSnapshot を削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteTrust

AWS クラウドの Microsoft AD と
外部ドメインの間にある既存の
信頼関係を削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

セキュリティで保護された LDAP 書き込み
DeregisterCertificate
接続用に登録された証明書をシ
ステムから削除する許可を付与

directory* (p. 508)

指定された SNS トピックへの発
DeregisterEventTopic
行者として指定されたディレク
トリを削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

セキュリティで保護された LDAP 読み取り
DescribeCertificate
接続に登録された証明書に関す
る情報を表示する許可を付与

directory* (p. 508)

タイプが指定されている場合、
DescribeClientAuthenticationSettings
指定したディレクトリのクライ
アント認証のタイプに関する情
報を取得する許可を付与 タイプ
を指定しないと、指定したディ
レクトリでサポートされてい
るすべてのクライアント認証タ
イプに関する情報が取得されま
す。現在は、SmartCard のみが
サポートされています。

読み取り

directory* (p. 508)

このアカウントの条件付きフォ
DescribeConditionalForwarders
ワーダーに関する情報を取得す
る許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

このアカウントに属するディレ
DescribeDirectories
クトリに関する情報を取得する
許可を付与

リスト

ディレクトリ内のドメインコン
DescribeDomainControllers
トローラに関する情報を提供す
る許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

指定されたディレクトリからス
DescribeEventTopics
テータスメッセージを受信する
SNS トピックに関する情報を取
得する許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

指定されたディレクトリの LDAP 読み取り
DescribeLDAPSSettings
セキュリティのステータスを説
明する許可を付与

directory* (p. 508)

マルチリージョンレプリケー
DescribeRegions ション用に設定されているリー
ジョンに関する情報を提供する
許可を付与

directory* (p. 508)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたディレクトリの設定
DescribeSettings 可能なセッティングに関する情
報を取得する許可の付与

読み取り

directory* (p. 508)

アカウント内の共有ディレクト
DescribeSharedDirectories
リを返す許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

このアカウントに属するディレ
DescribeSnapshots
クトリスナップショットに関す
る情報を取得する許可を付与

読み取り

DescribeTrusts このアカウントの信頼関係に関
する情報を取得する許可を付与

読み取り

指定されたディレクトリの代替
DisableClientAuthentication
クライアント認証方法を無効化
する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

DisableLDAPS

指定されたディレクトリの LDAP 書き込み
セキュアコールを非アクティブ
化する許可を付与

directory* (p. 508)

DisableRadius

AD Connector ディレクトリに対
し、Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS) サー
バーを使った多要素認証 (MFA)
を無効にする許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

DisableSso

Single Sign-On で使用するディ
レクトリの関連付けを解除する
許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

指定されたディレクトリの代替
EnableClientAuthentication
クライアント認証方式を有効化
する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

EnableLDAPS

特定のディレクトリのスイッチ
書き込み
をアクティブ化して、常に LDAP
セキュアコールを使用する許可
を付与

directory* (p. 508)

EnableRadius

AD Connector ディレクトリに対
し、Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS) サー
バーを使った多要素認証 (MFA)
を有効にする許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

EnableSso

ディレクトリに対してシングル
サインオンを有効にする許可を
付与

書き込み

directory* (p. 508)

ディレクトリ上で許可されたア
GetAuthorizedApplicationDetails
プリケーションの詳細を取得す
[アクセス許可
る許可を付与
のみ]

読み取り

directory* (p. 508)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

現在のリージョンのディレクト
GetDirectoryLimitsリ制限情報を取得する許可を付
与

読み取り

ディレクトリの手動スナップ
GetSnapshotLimits
ショットの制限を取得する許可
を付与

読み取り

directory* (p. 508)

ディレクトリに対して承認され
ListAuthorizedApplications
た AWS アプリケーションを取得
[アクセス許可
する許可を付与
のみ]

読み取り

directory* (p. 508)

ListCertificates

指定されたディレクトリについ
リスト
て、セキュリティで保護された
LDAP 接続用に登録されたすべて
の証明書を一覧表示する許可を
付与

directory* (p. 508)

ListIpRoutes

ディレクトリに追加されたアド
レスブロックを一覧表示する許
可を付与

directory* (p. 508)

読み取り

AWS アカウント のアクティブロ
ListLogSubscriptions
グサブスクリプションを一覧表
示する許可を付与

読み取り

Microsoft AD ディレクトリに適
ListSchemaExtensions
用されているすべてのスキーマ
拡張を一覧表示する許可を付与

リスト

directory* (p. 508)

Amazon Directory Services ディ
ListTagsForResource
レクトリのすべてのタグを一覧
表示する許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

セキュリティで保護された LDAP 書き込み
RegisterCertificate接続の証明書を登録する許可を
付与

directory* (p. 508)

ディレクトリを SNS トピックに
RegisterEventTopic
関連付ける許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

ディレクトリ所有者アカウント
RejectSharedDirectory
から送信されたディレクトリ共
有リクエストを拒否する許可を
付与

書き込み

directory* (p. 508)

ディレクトリから IP アドレスブ
RemoveIpRoutes ロックを削除する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

506

依存アク
ション

sns:GetTopicAttributes

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Directory Service

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべてのレプリケーションを停
止し、指定されたリージョンか
らドメインコントローラーを削
除する許可を付与 このオペレー
ションでは、プライマリリー
ジョンを削除できません。

書き込み

directory* (p. 508)

Amazon Directory Services ディ
RemoveTagsFromResource
レクトリからタグを削除する許
可を付与

タグ付け

directory* (p. 508)

RemoveRegion

依存アク
ション

ec2:DeleteTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 509)
aws:TagKeys (p. 509)

AWS Managed Microsoft AD ま
ResetUserPassword
たは Simple AD ディレクトリ
内のユーザーのパスワードをリ
セットする許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

既存のディレクトリスナップ
RestoreFromSnapshot
ショットを使用してディレクト
リを復元する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

ShareDirectory AWS アカウント (ディレクトリ
所有者) 内の指定されたディレク
トリを、別の AWS アカウント
(ディレクトリコンシューマー)
と共有する許可を付与 このオペ
レーションでは、AWS リージョ
ン 内の任意の AWS アカウント
および任意の Amazon VPC から
ディレクトリを使用できます。

書き込み

directory* (p. 508)

Microsoft AD ディレクトリにス
StartSchemaExtension
キーマ拡張を適用する許可を付
与

書き込み

directory* (p. 508)

AWS ディレクトリからアプリ
UnauthorizeApplication
ケーションを認証解除する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

directory* (p. 508)

ディレクトリ所有者とコン
UnshareDirectory シューマーアカウントの間の
ディレクトリ共有を停止する許
可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

AWS ディレクトリのためにセッ
UpdateConditionalForwarder
トアップされた条件付きフォ
ワーダーを更新する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ディレクトリとの間でドメイン
UpdateNumberOfDomainControllers
コントローラを追加または削除
する許可を付与 現在の値と新し
い値 (この API コールで提供され
る) の差に基づいて、ドメインコ
ントローラが追加または削除さ
れます。リクエストされた数の
ドメインコントローラが更新さ
れたら、新しいドメインコント
ローラが完全にアクティブにな
るまでに最大 45 分かかる場合が
あります。この間、別の更新を
リクエストすることはできませ
ん。

書き込み

directory* (p. 508)

UpdateRadius

AD Connector ディレクトリの
Remote Authentication Dial In
User Service (RADIUS) サーバー
情報を更新する許可を付与

書き込み

directory* (p. 508)

指定したディレクトリの設定可
能なセッティングを更新する許
可の付与

書き込み

directory* (p. 508)

UpdateTrust

AWS Managed Microsoft AD
ディレクトリとオンプレミスの
Active Directory の間で設定され
た信頼関係を更新する許可を付
与

書き込み

directory* (p. 508)

VerifyTrust

AWS クラウド上の Microsoft AD
と外部ドメインの間にある信頼
関係を確認する許可を付与

読み取り

directory* (p. 508)

UpdateSettings

依存アク
ション

AWS Directory Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 501)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

directory

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 509)

arn:${Partition}:ds:${Region}:
${Account}:directory/${DirectoryId}
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AWS Directory Service の条件キー
AWS Directory Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストの値により AWS DS へのアクセスをフィルタリン
グ

文字列

影響を受ける AWS DS リソースによりアクセスをフィルタリ
ング

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon DynamoDB のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon DynamoDB (サービスプレフィックス: dynamodb) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon DynamoDB で定義されるアクション (p. 509)
• Amazon DynamoDB で定義されるリソースタイプ (p. 516)
• Amazon DynamoDB の条件キー (p. 517)

Amazon DynamoDB で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BatchGetItem

1 つ以上の表から 1 つ以上の項
目の属性を返す許可を付与しま
す。

読み込み

依存アク
ション

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:Select (p. 518)
BatchWriteItem

1 つ以上の表を配置もしくは削除
する許可を付与します。

書き込み

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
ConditionCheckItem オペレー
ConditionCheckItem
ションにより、指定されたプ
ライマリキーを持つ項目で一
連の属性が存在するかどうか
がチェックする許可を付与しま
す。

読み取り

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)

CreateBackup

既存の表のバックアップを作成
するためのアクセス許可を付与
します。

書き込み

table* (p. 517)

既存の表からグローバル表を作
CreateGlobalTable成するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

globaltable* (p. 517)

CreateTable

書き込み

table* (p. 517)

新しいレプリカ表を追加するア
CreateTableReplica
クセス許可を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

DeleteBackup

表の既存のバックアップを削除
するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

backup* (p. 517)

DeleteItem

プライマリキーを使用して表か
ら 1 つの項目を削除する権限を
付与します。

書き込み

table* (p. 517)

CreateTable オペレーションで新
しい表をアカウントに追加しす
る許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
DeleteTable

書き込み

table* (p. 517)

レプリカ表およびその項目をす
DeleteTableReplica
べて削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

table* (p. 517)

表の既存のバックアップを記述
DescribeBackup するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

backup* (p. 517)

指定された表のバックアップの
DescribeContinuousBackups
復元設定のステータスを確認す
る許可を付与します。

読み取り

table* (p. 517)

特定の表およびグローバルセカ
DescribeContributorInsights
ンダリインデックスの寄稿者イ
ンサイトステータスを記述する
許可を付与します。

読み取り

table* (p. 517)

表の既存のエクスポートを記述
するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

export* (p. 517)

指定したグローバル表に関する
DescribeGlobalTable
情報を返すアクセス許可を付与
します。

読み取り

globaltable* (p. 517)

指定されたグローバル表に関す
DescribeGlobalTableSettings
る設定情報を返すアクセス許可
を付与します。

読み取り

globaltable* (p. 517)

既存のインポートを記述する許
可を付与

読み取り

import* (p. 517)

所与の表の Kinesis ストリーミン
DescribeKinesisStreamingDestination
グのステータスおよび関連する
詳細を記述する権限を付与しま
す。

読み取り

table* (p. 517)

DescribeLimits

読み取り

DescribeExport

DescribeImport

DeleteTable オペレーションで表
およびその項目をすべて削除す
る許可を付与します。

リージョンの AWS アカウント
に設定されている現在のプロビ
ジョンドキャパシティーの制限
を返す許可を付与します。対象
はリージョン全体と、そこで作
成した任意の DynamoDB 表の両
方です。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上の購入されたリザーブド
DescribeReservedCapacity
キャパシティーを記述する許可
を付与します。

読み取り

購入可能なリザーブドキャパシ
DescribeReservedCapacityOfferings
ティーの提供内容を記述する許
可を付与します。

読み取り

ストリームに関する情報 (例:
DescribeStream ストリームの最新ステータ
ス、Amazon リソースネーム
(ARN)、シャードの構成、対応す
る DynamoDB テーブル) を返す
許可を付与します。

読み取り

stream* (p. 517)

DescribeTable

表に関する情報を返すアクセス
許可を付与します。

読み取り

table* (p. 517)

グローバル表のすべてのレプリ
DescribeTableReplicaAutoScaling
カにおける Auto Scaling 設定を
記述する許可を付与します。

読み取り

table* (p. 517)

指定された表の 有効期限 (TTL)
DescribeTimeToLive
ステータスの説明をする許可を
付与します。

読み取り

table* (p. 517)

DynamoDB テーブルから Kinesis 書き込み
DisableKinesisStreamingDestination
データストリームへのレプリ
ケーションを停止する権限を付
与します。

table* (p. 517)

イネーブルワークフローで選択
EnableKinesisStreamingDestination
されたタイムスタンプに従い、
指定された Kinesis データスト
リームへの表データレプリケー
ションを開始する権限を付与し
ます。

書き込み

table* (p. 517)

DynamoDB 表の S3 へのエクス
ExportTableToPointInTime
ポートを開始するアクセス許可
を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

GetItem

読み取り

table* (p. 517)

指定されたプライマリキーを持
つ項目の属性のセットを返しま
すGetlemオペレーションへのア
クセス許可を付与します。

依存アク
ション

dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:Select (p. 518)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetRecords

特定のシャード内からストリー
ムレコードを取得する許可を付
与します。

読み取り

stream* (p. 517)

シャードイテレータを返すアク
GetShardIterator セス許可を付与します。

読み取り

stream* (p. 517)

ImportTable

S3 から DynamoDB 表へのイン
ポートを開始する許可を付与

書き込み

table* (p. 517)

ListBackups

アカウントおよびエンドポイン
トに関連付けられているバック
アップを一覧表示するアクセス
許可を付与します。

リスト

現在のアカウントとエンドポ
リスト
ListContributorInsights
イントに関連付けられている
すべての表およびグローバル
セカンダリインデックスの
ContributorInsightsSummary を一
覧表示する許可を付与します。
ListExports

アカウントおよびエンドポイン
トに関連付けられているエクス
ポートを一覧表示するアクセス
許可を付与します。

リスト

指定されたリージョンにレプリ
ListGlobalTables カを持つすべてのグローバル表
を一覧表示する許可を付与しま
す。

リスト

ListImports

アカウントおよびエンドポイン
トに関連付けられているイン
ポートを一覧表示する許可を付
与

リスト

ListStreams

現在のアカウントおよびエンド
ポイントに関連付けられたスト
リーム ARN の配列を返す許可を
付与します。

読み取り

ListTables

現在のアカウントおよびエンド
ポイントに関連付けられた表の
名前の配列を返す許可を付与し
ます。

リスト

Amazon DynamoDB リソースの
ListTagsOfResource
すべてのタグを一覧表示する許
可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PartiQLDelete

プライマリキーを使用してテー
ブルから 1 つの項目を削除する
権限を付与します。

Write

依存アク
ション

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
PartiQLInsert

同じプライマリキーを持つ項目
がテーブルに存在しない場合に
新しい項目を作成する権限を付
与します。

Write

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

PartiQLSelect

テーブルまたはインデックスか
ら項目の属性セットを読み取る
権限を付与します

Read

table* (p. 517)
index (p. 516)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:FullTableScan (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)
dynamodb:Select (p. 518)
PartiQLUpdate

既存の項目の属性を編集する権
限を付与します。

書き込み

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
アカウントで使用するリザーブ
PurchaseReservedCapacityOfferings
ドキャパシティーを購入する許
可を付与します。

書き込み

PutItem

書き込み

新しい項目を作成するか、古い
項目を新しい項目に置き換える
許可を付与します。

table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Query

表のプライマリキーもしくはセ
カンダリインデックスを使用し
てその表もしくはインデックス
の項目に直接アクセスする許可
を付与します。

読み取り

依存アク
ション

table* (p. 517)
index (p. 516)
dynamodb:Attributes (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
dynamodb:Select (p. 518)
AWSバックアップ上のリカバリ
RestoreTableFromAwsBackup
ポイントから新しい表を作成す
るアクセス許可を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

既存のバックアップから新しい
RestoreTableFromBackup
表を作成するアクセス権限を付
与します。

書き込み

backup* (p. 517)

表を任意の時点に復元する許可
RestoreTableToPointInTime
を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

Scan

読み取り

table* (p. 517)

表もしくはセカンダリインデッ
クスの各項目にアクセスして、1
つ以上の項目または項目属性を
返す許可を付与します。

table* (p. 517)

index (p. 516)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
dynamodb:Select (p. 518)
AWS高度な機能を有効にした
StartAwsBackupJob
Backup上で、バックアップを作
成するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

table* (p. 517)

TagResource

タグのセットを Amazon
DynamoDB リソースに関連付け
る許可を付与します。

タグ付け

table* (p. 517)

Amazon DynamoDB リソースか
UntagResource らタグの関連付けを削除する許
可を付与します。

タグ付け

table* (p. 517)

連続バックアップを有効または
UpdateContinuousBackups
無効にするアクセス許可を付与
します。

書き込み

table* (p. 517)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のテーブルもしくはグロー
UpdateContributorInsights
バルセカンダリインデックスの
寄稿者インサイトのステータス
を更新します。

書き込み

指定したグローバル表にユー
UpdateGlobalTable
ザーがレプリカを追加または削
除するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

指定されたグローバル表内の設
UpdateGlobalTableSettings
定を更新する権限を付与しま
す。

書き込み

UpdateItem

書き込み

既存項目の属性を編集、もしく
は存在しない場合は新しい項目
を表に追加する許可を付与しま
す。

依存アク
ション

table* (p. 517)
index (p. 516)
globaltable* (p. 517)
table* (p. 517)
globaltable* (p. 517)
table* (p. 517)
table* (p. 517)
dynamodb:Attributes (p. 517)

dynamodb:EnclosingOperation (p. 517)
dynamodb:LeadingKeys (p. 517)

dynamodb:ReturnConsumedCapacity (p
dynamodb:ReturnValues (p. 517)
UpdateTable

特定の表のプロビジョンドス
ループット設定、グローバルセ
カンダリインデックス、もしく
は DynamoDB Streams 設定を変
更する許可を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

レプリカ表の Auto Scaling 設定
UpdateTableReplicaAutoScaling
を更新する許可を付与します。

書き込み

table* (p. 517)

指定された表の TTL を有効また
UpdateTimeToLive
は無効にするアクセス許可を付
与します

書き込み

table* (p. 517)

Amazon DynamoDB で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 509)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
index

条件キー

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}/index/
${IndexName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

stream

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}/stream/
${StreamLabel}

table

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}

backup

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}/backup/
${BackupName}

export

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}/export/
${ExportName}

global-table

arn:${Partition}:dynamodb::
${Account}:global-table/${GlobalTableName}

import

arn:${Partition}:dynamodb:${Region}:
${Account}:table/${TableName}/import/
${ImportName}

Amazon DynamoDB の条件キー
Amazon DynamoDB では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。

Note
IAM ポリシーを使用してコンテキストキーで DynamoDB アクセスを制限する方法について
は、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「詳細に設定されたアクセスコントロールのための IAM
ポリシー条件の使用」を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

表の属性 (フィールドまたは列) の名前に基づいてフィルタリ
dynamodb:Attributes ングします。

文字列

トランザクション API コールのブロックと非トランザクショ
dynamodb:EnclosingOperation
ン API コールの許可に使用します。その逆も可能です。

文字列

表のフルスキャンをブロックするために使用されます。
dynamodb:FullTableScan

Bool

表のパーティションキーに基づいてフィルタリングします。
dynamodb:LeadingKeys

文字列

リクエストの ReturnConsumedCapacity パラメータに基づい
dynamodb:ReturnConsumedCapacity
てフィルタリングします。「TOTAL」もしくは「NONE」を
含みます。

文字列

リクエストの ReturnValues パラメータに基づいてフィルタ
dynamodb:ReturnValues
リングします。次のいずれかを含みます: 「ALL_OLD」、

文字列
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条件キー

説明

タイプ

「UPDATED_OLD」、「ALL_NEW」、「UPDATED_NEW」
もしくは「NONE」
dynamodb:Select

Query リクエストもしくは Scan リクエストの Select パラ
メータに基づいてフィルタリングします。

文字列

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) (サービスプレフィックス: dax) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) で定義されるアクション (p. 518)
• Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) で定義されるリソースタイプ (p. 521)
• Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) の条件キー (p. 521)

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BatchGetItem

1 つ以上の表から 1 つ以上の項
目の属性を返す許可を付与しま
す。

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BatchWriteItem

1 つ以上の表を配置もしくは削除
する許可を付与します。

書き込み

application* (p. 521)

ConditionCheckItem オペレー
ConditionCheckItem
ションにより、指定されたプ
ライマリキーを持つ項目で一
連の属性が存在するかどうかが
チェックするアクセス許可を付
与します

読み込み

application* (p. 521)

CreateCluster

書き込み

application* (p. 521)

DAX クラスターを作成するアク
セス許可を付与します

依存アク
ション

dax:CreateParameterGrou
dax:CreateSubnetGroup

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
iam:GetRole
iam:PassRole
パラメータグループを作成する
CreateParameterGroup
許可を付与。

書き込み

サブネットグループを作成する
CreateSubnetGroup
アクセス許可を付与します

書き込み

DAX クラスターから 1 つまたは
DecreaseReplicationFactor
複数のノードを削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

application* (p. 521)

DeleteCluster

以前にプロビジョニングされた
DAX クラスターを削除するアク
セス許可を付与します

書き込み

application* (p. 521)

DeleteItem

プライマリキーを使用してテー
ブルから 1 つの項目を削除する
権限を付与します。

書き込み

application* (p. 521)

指定されたパラメータグループ
DeleteParameterGroup
を削除するアクセス許可を付与
します

書き込み

サブネットグループを削除する
DeleteSubnetGroup
アクセス許可を付与します

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロビジョニングされた DAX ク
DescribeClusters ラスターに関する情報を返すア
クセス許可を付与します

リスト

DAX のデフォルトのシステムパ
DescribeDefaultParameters
ラメータ情報を返すアクセス許
可を付与します

リスト

DAX クラスターとパラメータグ
DescribeEvents ループに関連するイベントを返
すアクセス許可を付与します

リスト

パラメータグループの説明のリ
DescribeParameterGroups
ストを返すアクセス許可を付与
します

リスト

特定のパラメータグループの詳
DescribeParameters
細なパラメータリストを返すア
クセス許可を付与します

読み込み

サブネットグループの説明のリ
DescribeSubnetGroups
ストを返すアクセス許可を付与
します

リスト

GetItem

指定されたプライマリキーを持
つ項目の属性のセットを返しま
すGetlemオペレーションへのア
クセス許可を付与します。

読み込み

DAX クラスターに 1 つまたは複
IncreaseReplicationFactor
数のノードを追加するアクセス
許可を付与します

書き込み

application* (p. 521)

ListTags

DAX クラスターのすべてのタグ
のリストを返すアクセス許可を
付与します

読み込み

application* (p. 521)

PutItem

新しい項目を作成するか、古い
項目を新しい項目に置き換える
許可を付与します。

書き込み

application* (p. 521)

Query

表のプライマリキーもしくはセ
カンダリインデックスを使用し
てその表もしくはインデックス
の項目に直接アクセスする許可
を付与します。

読み込み

application* (p. 521)

RebootNode

DAX クラスターの単一ノードを
再起動するアクセス許可を付与
します

書き込み

application* (p. 521)

Scan

表もしくはセカンダリインデッ
クスの各項目にアクセスして、1
つ以上の項目または項目属性を
返す許可を付与します。

読み込み

application* (p. 521)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

一連のタグを DAX リソースに関
連付けるアクセス許可を付与し
ます

タグ付け

application* (p. 521)

DAX リソースからタグの関連付
UntagResource けを削除するアクセス許可を付
与します

タグ付け

application* (p. 521)

UpdateCluster

DAX クラスターで使用する設定
を変更するアクセス許可を付与
します

書き込み

application* (p. 521)

UpdateItem

既存項目の属性を編集、もしく
は存在しない場合は新しい項目
を表に追加する許可を付与しま
す。

書き込み

application* (p. 521)

パラメータグループのパラメー
UpdateParameterGroup
タを変更する許可を付与

書き込み

既存のサブネットグループを変
UpdateSubnetGroup
更するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

依存アク
ション

dax:EnclosingOperation (p. 522)

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 518)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
application

条件キー

arn:${Partition}:dax:${Region}:
${Account}:cache/${ClusterName}

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) の条件キー
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

トランザクション API コールのブロックと非トランザクショ
dax:EnclosingOperation
ン API コールの許可に使用します。その逆も可能です。

文字列

Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon EC2 (サービスプレフィックス: ec2) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EC2 で定義されるアクション (p. 522)
• Amazon EC2 で定義されるリソースタイプ (p. 711)
• Amazon EC2 の条件キー (p. 741)

Amazon EC2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンバーティブルリザーブドイ
AcceptReservedInstancesExchangeQuote
ンスタンス交換の見積もりを受
け入れるアクセス許可を付与

書き込み

サブネットをトランジットゲー
書き込み
AcceptTransitGatewayMulticastDomainAssociations
トウェイのマルチキャストドメ
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

インに関連付けるリクエストを
受け入れるアクセス許可を付与

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイピア
AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
リングアタッチメントリクエス
トを受け入れるアクセス許可を
付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC をトランジットゲートウェ
AcceptTransitGatewayVpcAttachment
イにアタッチするリクエストを
受け入れるアクセス許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントサービスへ
AcceptVpcEndpointConnections
の 1 つ以上のインターフェイス
VPC エンドポイント接続を受け
入れるアクセス許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC ピア接続リクエストを受け
AcceptVpcPeeringConnection
入れるアクセス許可を付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection* (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
自分の IP アドレスを使用
AdvertiseByoipCidr
(BYOIP) して、AWS で使用する
ためにプロビジョニングされた
IP アドレス範囲をアドバタイズ
するアクセス許可を付与

書き込み

Elastic IP アドレス (EIP) をアカ
AllocateAddress ウントに割り当てるアクセス許
可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

elasticip* (p. 711)

ec2:CreateTags

ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

AllocateHosts

アカウントに Dedicated Host を
割り当てるアクセス許可を付与

書き込み

dedicated- ec2:AutoPlacement
ec2:CreateTags
(p. 742)
host* (p. 714)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:HostRecovery (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:Quantity (p. 745)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
AllocateIpamPoolCidr
ジャー (IPAM) プールから CIDR
を割り当てるアクセス許可を付
与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クライアント VPN エンドポイ
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork
ントとターゲットネットワーク
間の関連付けにセキュリティグ
ループを適用する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

ネットワークインターフェイス
AssignIpv6Addresses
に 1 つ以上の IPv6 アドレスを割
り当てるアクセス許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワークインターフェイス
AssignPrivateIpAddresses
に 1 つ以上のセカンダリプライ
ベート IP アドレスを割り当てる
アクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Elastic IP アドレス (EIP) をイン
AssociateAddressスタンスまたはネットワークイ
ンターフェイスに関連付けるア
クセス許可を付与

書き込み

elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ターゲットネットワークをクラ
AssociateClientVpnTargetNetwork
イアント VPN エンドポイントに
関連付けるアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DHCP オプションセットを VPC
AssociateDhcpOptions
に関連付けたり、関連付けを解
除したりする許可を付与

書き込み

dhcpaws:ResourceTag/
options* (p. 715)
${TagKey} (p. 741)
ec2:DhcpOptionsID (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

EC2 Enclave で使用する IAM
AssociateEnclaveCertificateIamRole
ロールに ACM 証明書を関連付け
るアクセス許可を付与

書き込み

certificate* (p. 713)
role* (p. 729)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

IAM インスタンスプロファイル
AssociateIamInstanceProfile
を実行中または停止中のインス
タンスに関連付けるアクセス許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
1 つ以上のターゲットをイベント
AssociateInstanceEventWindow
ウィンドウと関連付ける許可を
付与

書き込み

instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window* (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サブネットまたはゲートウェイ
AssociateRouteTable
をルートテーブルに関連付ける
アクセス許可を付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

internetaws:ResourceTag/
gateway (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
vpnaws:ResourceTag/
gateway (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
CIDR ブロックをサブネットに関
AssociateSubnetCidrBlock
連付けるアクセス許可を付与

書き込み

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アタッチメントとサブネットの
AssociateTransitGatewayMulticastDomain
リストをトランジットゲート
ウェイのマルチキャストドメイ
ンに関連付けるアクセス許可を
付与

書き込み

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain* (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
次のコマンドで、ポリシーテー
AssociateTransitGatewayPolicyTable
ブルを Transit Gateway アタッチ
メントに関連付ける許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アタッチメントをトランジット
AssociateTransitGatewayRouteTable
ゲートウェイのルートテーブル
に関連付けるアクセス許可を付
与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ブランチネットワークインター
AssociateTrunkInterface
フェイスをトランクネットワー
クインターフェイスと関連付け
る許可を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CIDR ブロックを VPC に関連付
AssociateVpcCidrBlock
けるアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Ipv4IpamPoolId (p. 743)
ec2:Ipv6IpamPoolId (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv6poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC のセキュリティ
AttachClassicLinkVpc
グループを介して、EC2-Classic
インスタンスを ClassicLink 対応
の VPC にリンクする許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
インターネットゲートウェイを
AttachInternetGateway
VPC にアタッチする許可を付与

書き込み

internetaws:ResourceTag/
gateway* (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスにネットワークイ
AttachNetworkInterface
ンターフェイスをアタッチする
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AttachVolume

実行中または停止中のインスタ
ンスに EBS ボリュームをアタッ
チし、指定したデバイス名でイ
ンスタンスに公開する許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想プライベートゲートウェイ
AttachVpnGateway
を VPC にアタッチする許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpnaws:ResourceTag/
gateway* (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インバウンド承認ルールをクラ
AuthorizeClientVpnIngress
イアント VPN エンドポイントに
追加する許可を付与

書き込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC セキュリティグループに 1
AuthorizeSecurityGroupEgress
つ以上のアウトバウンドルール
を追加する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securitygrouprule* (p. 730)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
セキュリティグループに 1 つ以
AuthorizeSecurityGroupIngress
上のインバウンドルールを追加
する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securitygrouprule* (p. 730)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

書き込み

ec2:Region (p. 745)

バンドル操作をキャンセルする
CancelBundleTask許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

キャパシティーの予約をキャ
CancelCapacityReservation
ンセルし、リザーブドキャパシ
ティーを解放する許可を付与

書き込み

BundleInstance

インスタンスストアでバック
アップされた Windows インスタ
ンスをバンドルする許可を付与

capacityaws:ResourceTag/
reservation* (p.
${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:CapacityReservationFleet (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のキャパシティー予約フ
CancelCapacityReservationFleets
リートをキャンセルするための
アクセス許可を付与

書き込み

capacityaws:ResourceTag/
reservation- ${TagKey} (p. 741)
fleet* (p. 712)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アクティブな変換タスクをキャ
CancelConversionTask
ンセルする許可を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクティブなエクスポートタス
CancelExportTaskクをキャンセルする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

exportaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
exportaws:ResourceTag/
instance${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インプロセスインポート仮想マ
CancelImportTaskシンまたはスナップショットタ
スクのインポートをキャンセル
する許可を付与

書き込み

importaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
importaws:ResourceTag/
snapshot${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

リザーブドインスタンス
CancelReservedInstancesListing
Marketplace でのリザーブドイン
スタンスの出品をキャンセルす
る許可を付与

書き込み

1 つ以上のスポットフリートリク
CancelSpotFleetRequests
エストをキャンセルする許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

spot-fleetaws:ResourceTag/
request* (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のスポットインスタンス
CancelSpotInstanceRequests
リクエストをキャンセルする許
可を付与

書き込み

spotaws:ResourceTag/
instances- ${TagKey} (p. 741)
request* (p. 732)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

所有する製品コードがインスタ
ConfirmProductInstance
ンスに関連付けられているかど
うかを決定する許可を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ソースの Amazon FPGA Image
CopyFpgaImage (AFI) を現在のリージョンにコ
ピーする許可を付与。このアク
ション用に指定されたリソース
レベルのアクセス許可は、新し
い AFI にのみ適用されます。
ソース AFI には適用されません

書き込み

CopyImage

Amazon マシンイメージ (AMI)
をソースリージョンから現在の
リージョンにコピーする許可を
付与。このアクション用に指定
されたリソースレベルのアクセ
ス許可は、新しい AMI にのみ適
用されます。ソース AMI には適
用されません

書き込み

EBS ボリュームのポイントイ
ンタイムスナップショットをコ
ピーし、Amazon S3 に保存する
許可を付与。このアクション用
に指定されたリソースレベルの
アクセス許可は、新しいスナッ
プショットにのみ適用されま
す。ソーススナップショットに
は適用されません

書き込み

CopySnapshot

依存アク
ション

fpgaec2:Owner (p. 744)
image* (p. 717)
ec2:Region (p. 745)

image* (p. 718)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Region (p. 745)

snapshot* (p. ec2:OutpostArn
731)
ec2:CreateTags
(p. 744)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

キャパシティーの予約を作成す
CreateCapacityReservation
る許可を付与

書き込み

capacityec2:CapacityReservationFleet
ec2:CreateTags (p. 742)
reservation* (p. 712)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

キャパシティー予約フリートを
CreateCapacityReservationFleet
作成するためのアクセス許可を
付与

書き込み

capacityreservationfleet* (p. 712)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
キャリアゲートウェイを作成す
CreateCarrierGateway
るアクセス許可を付与し、VPC
カスタマーに CSP 接続を提供し
ます
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書き込み

carriergateway* (p. 713)

ec2:CreateTags
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
クライアント VPN エンドポイン
CreateClientVpnEndpoint
トを作成する許可を付与

書き込み

client-vpn- ec2:ClientRootCertificateChainArn
ec2:CreateTags
(p. 7
endpoint* (p. 713)
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クライアント VPN エンドポイ
CreateClientVpnRoute
ントのルートテーブルにネット
ワークルートを追加する許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サービスが顧客所有のIP (CoIP)
CreateCoipPoolPermission
プールへのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

カスタマーゲートウェイを作成
CreateCustomerGateway
するアクセス許可を付与これに
より、カスタマーゲートウェイ
デバイスに関する情報が AWS に
提供されます

書き込み

ec2:Region (p. 745)

customergateway* (p. 714)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

デフォルト VPC の指定された
CreateDefaultSubnet
アベイラビリティーゾーンにデ
フォルトサブネットを作成する
許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

各アベイラビリティーゾーンに
CreateDefaultVpc デフォルトサブネットを持つデ
フォルト VPC を作成する許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

VPC の DHCP オプションのセッ
CreateDhcpOptions
トを作成する許可を付与

書き込み
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dhcpec2:DhcpOptionsID
ec2:CreateTags
(p. 742)
options* (p. 715)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
VPC の出力専用インターネット
CreateEgressOnlyInternetGateway
ゲートウェイを作成する許可を
付与

書き込み

egressonlyinternetgateway* (p. 715)

ec2:CreateTags

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
CreateFleet

EC2 フリートを起動する許可を
付与

書き込み

fleet* (p. 716)

ec2:CreateTags

instance* (p. 720)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume (p. 737)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:KmsKeyId (p. 743)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ネットワークインターフェイス
CreateFlowLogs の IP トラフィックをキャプチャ
するための 1 つ以上のフローロ
グを作成する許可を付与

書き込み

vpc-flowlog* (p. 738)

ec2:CreateTags
iam:PassRole

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
設計チェックポイント (DCP) か
CreateFpgaImageら Amazon FPGA Image (AFI) を
作成する許可を付与

書き込み

fpgaec2:Owner (p.ec2:CreateTags
744)
image* (p. 717)
ec2:Public (p. 745)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

CreateImage

停止または実行中の Amazon
EBS-backed インスタンスから
Amazon EBS-backed AMI を作成
する許可を付与
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書き込み

image* (p. 718)
ec2:ImageID (p.
ec2:CreateTags
743)
ec2:Owner (p. 744)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
snapshot* (p. ec2:OutpostArn
731)
(p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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説明

関連付けられた Amazon EC2 イ
CreateInstanceEventWindow
ンスタンスのスケジュールされ
たイベントを実行できるイベン
トウィンドウを作成する許可を
付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

ec2:CreateTags

instanceeventwindow* (p. 719)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

実行中のインスタンスまたは停
CreateInstanceExportTask
止したインスタンスを Amazon
S3 バケットにエクスポートする
許可を付与

書き込み

exportinstancetask* (p. 716)

ec2:CreateTags

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

548

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC のインターネットゲート
CreateInternetGateway
ウェイを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

internetec2:InternetGatewayID
ec2:CreateTags
(p. 743)
gateway* (p. 721)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

CreateIpam

Amazon VPC IP アドレスマネー
ジャー (IPAM) を作成するアクセ
ス許可を付与

書き込み

ipam* (p. 721)

ec2:CreateTags

iam:CreateServiceLinkedR
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

連続する IP アドレス CIDR のコ
CreateIpamPool レクションである Amazon VPC
IP アドレスマネージャー (IPAM)
の IP アドレスプールを作成する
アクセス許可を付与

書き込み

ipampool* (p. 721)

ec2:CreateTags

ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー 書き込み
CreateIpamScopeジャー (IPAM) スコープを作成す
るアクセス許可を付与これは、IP
アドレス管理内の最上位のコン
テナです。

ipam* (p. 721)aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipamscope* (p. 722)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

CreateKeyPair

2048 ビット RSA キーペアを作
成する許可を付与
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書き込み

keyec2:KeyPairType
ec2:CreateTags
(p. 743)
pair* (p. 723)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
起動テンプレートを作成する許
CreateLaunchTemplate
可を付与

書き込み

launchtemplate* (p. 723)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
起動テンプレートの新しいバー
CreateLaunchTemplateVersion
ジョンを作成する許可を付与

書き込み

launchaws:ResourceTag/
template* (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ローカルゲートウェイルート
CreateLocalGatewayRoute
テーブルの静的ルートを作成す
る許可を付与

書き込み

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 724)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
virtualec2:ResourceTag/
interface${TagKey} (p. 746)
group* (p. 725)
ec2:Region (p. 745)

サービスがローカルゲートウェ
CreateLocalGatewayRouteTablePermission
イのルートテーブルへのアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 724)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC をローカルゲートウェイの
CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
ルートテーブルに関連付けるア
クセス許可を付与
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書き込み

localaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 724)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

localgatewayroutetable-vpcassociation* (p. 724)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
管理対象プレフィックスリスト
CreateManagedPrefixList
を作成する許可を付与

書き込み

prefixlist* (p. 728)

ec2:CreateTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

サブネットに NAT ゲートウェイ
CreateNatGateway
を作成する許可を付与

書き込み

natgateway* (p. 725)

ec2:CreateTags

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
elasticip (p. 711)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

VPC でネットワーク ACL を作成
CreateNetworkAclする許可を付与

書き込み

networkec2:NetworkAclID
ec2:CreateTags
(p. 744)
acl* (p. 725)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

ネットワーク ACL で番号付きエ
CreateNetworkAclEntry
ントリ (ルール) を作成する許可
を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
acl* (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Network Access Scope を作成す
CreateNetworkInsightsAccessScope
る許可を付与
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書き込み

networkinsightsaccessscope* (p. 726)

ec2:CreateTags
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
到達可能性を分析するパスを作
CreateNetworkInsightsPath
成するアクセス許可を付与

書き込み

networkinsightspath* (p. 726)

ec2:CreateTags

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
internetaws:ResourceTag/
gateway (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
vpnaws:ResourceTag/
gateway (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サブネット内にネットワークイ
CreateNetworkInterface
ンターフェイスを作成する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

networkec2:NetworkInterfaceID
ec2:CreateTags
(p. 744)
interface* (p. 727)
subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

AWS に認可されたユーザーが
CreateNetworkInterfacePermission
ネットワークインターフェイス
で特定のオペレーションを実行
するアクセス許可を作成するア
クセス許可を付与

Permissions networkaws:ResourceTag/
management interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AuthorizedUser (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:Permission (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

プレイスメントグループを作成
CreatePlacementGroup
する許可を付与
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書き込み

placement- ec2:PlacementGroupName
ec2:CreateTags
(p. 745)
group* (p. 727)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
Amazon VPC IP アドレスマネー 書き込み
CreatePublicIpv4Pool
ジャー (IPAM) で管理するため
に、お客様が所有し、Amazon に
持ち込むパブリック IPv4 CIDR
のパブリック IPv4 アドレスプー
ルを作成するアクセス許可を付
与

networkinsightsaccessscope* (p. 726)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

ルートボリューム置換タスクを
CreateReplaceRootVolumeTask
作成する許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

replacerootvolumetask* (p. 728)
volume* (p. 737)
ec2:VolumeID (p. 746)
snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
リザーブドインスタンス
CreateReservedInstancesListing
Marketplace で販売されるスタン
ダードリザーブドインスタンス
の出品を作成する許可を付与

書き込み

CreateStoreImageTask を使用し
CreateRestoreImageTask
て作成した S3 オブジェクトから
AMI を復元するタスクを開始す
る許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

image* (p. 718)
ec2:ImageID (p.
ec2:CreateTags
743)
ec2:Owner (p. 744)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

CreateRoute

VPC ルートテーブルにルートを
作成する許可を付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC のルートテーブルを作成す
CreateRouteTableる許可を付与

書き込み

依存アク
ション

routeec2:RouteTableID
ec2:CreateTags
(p. 746)
table* (p. 729)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

セキュリティグループを作成す
CreateSecurityGroup
る許可を付与

書き込み

securityec2:SecurityGroupID
ec2:CreateTags
(p. 746)
group* (p. 729)
vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

EBS ボリュームのスナップ
CreateSnapshot ショットを作成し、Amazon S3
に保存する許可を付与

書き込み

snapshot* (p. ec2:OutpostArn
731)
ec2:CreateTags
(p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
複数の EBS ボリュームの CrashCreateSnapshots consistent スナップショットを作
成し、Amazon S3 に保存する許
可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
snapshot* (p. ec2:OutpostArn
731)
(p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
スポットインスタンスのデータ
CreateSpotDatafeedSubscription
フィードを作成して、スポット
インスタンスの使用状況ログを
表示する許可を付与

書き込み

AMI を S3 バケットに単一のオブ
CreateStoreImageTask
ジェクトとして格納する許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

CreateSubnet

VPC でサブネットを作成する許
可を付与
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書き込み

subnet* (p. 733)
ec2:SubnetIDec2:CreateTags
(p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
サブネット CIDR の予約を作成
CreateSubnetCidrReservation
する許可を付与

書き込み

CreateTags

タグ付け

Amazon EC2 リソースの 1 つ以
上のタグを追加または上書きす
る許可を付与

ec2:Region (p. 745)
capacityaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
capacityaws:ResourceTag/
reservation- ${TagKey} (p. 741)
fleet (p. 712)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
carrieraws:ResourceTag/
gateway (p. 713)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
customeraws:ResourceTag/
gateway (p. 714)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
dedicated- aws:ResourceTag/
host (p. 714) ${TagKey} (p. 741)
ec2:AutoPlacement (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:HostRecovery (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:Quantity (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
dhcpaws:ResourceTag/
options (p. 715)
${TagKey} (p. 741)
ec2:DhcpOptionsID (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
egressaws:ResourceTag/
only${TagKey} (p. 741)
internetec2:ResourceTag/
gateway (p. 715)
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

elasticaws:ResourceTag/
gpu (p. 715) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ElasticGpuType (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

exportaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
exportaws:ResourceTag/
instance${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
fleet (p. 716) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
fpgaaws:ResourceTag/
image (p. 717)${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
hostaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
717)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
importaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
importaws:ResourceTag/
snapshot${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

564

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
internetaws:ResourceTag/
gateway (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipam (p. 721)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

565

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明
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ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipamaws:ResourceTag/
scope (p. 722)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv6poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway (p. 724)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 724) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey} (p. 746)
virtualinterfacegroupassociation (p. 724)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table-vpc(p. 746)
association (p.${TagKey}
724)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
virtualec2:ResourceTag/
interface (p. 725)
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
virtualec2:ResourceTag/
interfacegroup (p. 725)${TagKey} (p. 746)
natgateway (p.
aws:ResourceTag/
725)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
acl (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessscope (p. 726)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessec2:ResourceTag/
scope${TagKey} (p. 746)
analysis (p. 726)
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ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
analysis (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
path (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AuthorizedUser (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:Permission (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
prefixlist (p. 728)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

replaceaws:ResourceTag/
root${TagKey} (p. 741)
volumetask (p. 728) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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ベル
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依存アク
ション

reservedaws:ResourceTag/
instances (p. 728)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)

ec2:ReservedInstancesOfferingType (p
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
routeaws:ResourceTag/
table (p. 729) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group${TagKey} (p. 741)
rule (p. 730)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
spot-fleetaws:ResourceTag/
request (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
spotaws:ResourceTag/
instances- ${TagKey} (p. 741)
request (p. 732)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
subnetaws:ResourceTag/
cidr${TagKey} (p. 741)
reservation (p. 732)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
session (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
target (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
connectpeer (p. 735) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable (p. 735) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 736) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey}
announcement
(p. 736) (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ec2:VpceServicePrivateDnsName (p. 7
vpc-flowaws:ResourceTag/
log (p. 738) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
vpnaws:ResourceTag/
connection (p.${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:AuthenticationType (p. 742)
ec2:DPDTimeoutSeconds (p. 742)
ec2:GatewayType (p. 742)
ec2:IKEVersions (p. 743)
ec2:InsideTunnelCidr (p. 743)
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr (p. 743)
ec2:Phase1DHGroup (p. 744)

ec2:Phase1EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase1LifetimeSeconds (p. 744)
ec2:Phase2DHGroup (p. 744)

ec2:Phase2EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase2LifetimeSeconds (p. 745)
ec2:PreSharedKeys (p. 745)
ec2:RekeyFuzzPercentage (p. 745)

ec2:RekeyMarginTimeSeconds (p. 745)

ec2:ReplayWindowSizePackets (p. 745
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RoutingType (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
gateway (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:CreateAction (p. 742)
ec2:Region (p. 745)
トラフィックミラーフィルタを
CreateTrafficMirrorFilter
作成する許可を付与

書き込み

trafficmirrorfilter* (p. 733)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
トラフィックミラーフィルタ
CreateTrafficMirrorFilterRule
ルールを作成する許可を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トラフィックミラーセッション
CreateTrafficMirrorSession
を作成する許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficmirrorsession* (p. 734)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
target* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
トラフィックミラーターゲット
CreateTrafficMirrorTarget
を作成する許可を付与

書き込み

trafficmirrortarget* (p. 734)

ec2:CreateTags

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpceServiceName (p. 747)
ec2:VpceServiceOwner (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイを作
CreateTransitGateway
成する許可を付与

書き込み

transitgateway* (p. 735)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
指定されたトランジットゲー
CreateTransitGatewayConnect
トウェイ添付ファイルから
Connect アタッチメントファイ
ルを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

transitgatewayattachment* (p. 734)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トランジットゲートウェイとア
CreateTransitGatewayConnectPeer
プライアンスの間に Connect ピ
アを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewayconnectpeer* (p. 735)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのマ
CreateTransitGatewayMulticastDomain
ルチキャストドメインを作成す
る許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewaymulticastdomain* (p. 735)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

リクエスタとアクセプタトラン
CreateTransitGatewayPeeringAttachment
ジットゲートウェイ間のトラン
ジットゲートウェイピアリング
アタッチメントを要求する許可
を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewayattachment* (p. 734)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トランジットゲートウェイのポ
CreateTransitGatewayPolicyTable
リシーテーブルを作成する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewaypolicytable* (p. 735)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのプ
CreateTransitGatewayPrefixListReference
レフィックスリスト参照を作成
する許可を付与

書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
CreateTransitGatewayRoute
ルートテーブルの静的ルートを
作成する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トランジットゲートウェイの
CreateTransitGatewayRouteTable
ルートテーブルを作成する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewayroutetable* (p. 736)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement
ルートテーブルのお知らせを作
成する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewayroutetableannouncement* (p. 736)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

VPC をトランジットゲートウェ
CreateTransitGatewayVpcAttachment
イにアタッチする許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitgatewayattachment* (p. 734)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
CreateVolume

EBS ボリュームを作成する許可
を付与

書き込み

volume* (p. 737)
ec2:AvailabilityZone
ec2:CreateTags
(p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:KmsKeyId (p. 743)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateVpc

指定された CIDR ブロックで
VPC を作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpc* (p. 739) ec2:Ipv4IpamPoolId
ec2:CreateTags
(p. 743)
ec2:Ipv6IpamPoolId (p. 743)
ec2:VpcID (p. 747)
ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv6poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

AWS サービスの VPC エンドポ
CreateVpcEndpoint
イントを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
route53:AssociateVPCWit
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpcec2:VpceServiceName (p. 747)
endpoint* (p. 738)
ec2:VpceServiceOwner (p. 747)
routeaws:ResourceTag/
table (p. 729) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
VPC エンドポイントまたは VPC
CreateVpcEndpointConnectionNotification
エンドポイントサービスの接続
通知を作成する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サービスコンシューマー (AWS
CreateVpcEndpointServiceConfiguration
アカウント、IAM ユーザー、IAM
ロール) が接続できる VPC エン
ドポイントサービス設定を作成
するアクセス許可を付与

書き込み

vpcec2:VpceServicePrivateDnsName
ec2:CreateTags
(p. 7
endpointservice* (p. 738)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

2 つの VPC 間の VPC ピア接続
CreateVpcPeeringConnection
をリクエストする許可を付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpcec2:AccepterVpc (p. 741)
peeringec2:RequesterVpc
(p. 745)
connection* (p.
739)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想プライベートゲートウェイ
CreateVpnConnection
またはトランジットゲートウェ
イとカスタマーゲートウェイの
間に VPN 接続を作成する許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

customeraws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
gateway* (p. 714)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpnec2:AuthenticationType (p. 742)
connection* (p. 740)
ec2:DPDTimeoutSeconds (p. 742)
ec2:GatewayType (p. 742)
ec2:IKEVersions (p. 743)
ec2:InsideTunnelCidr (p. 743)
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr (p. 743)
ec2:Phase1DHGroup (p. 744)

ec2:Phase1EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase1LifetimeSeconds (p. 744)
ec2:Phase2DHGroup (p. 744)

ec2:Phase2EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase2LifetimeSeconds (p. 745)
ec2:PreSharedKeys (p. 745)
ec2:RekeyFuzzPercentage (p. 745)

ec2:RekeyMarginTimeSeconds (p. 745)

ec2:ReplayWindowSizePackets (p. 745
ec2:RoutingType (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

582

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
gateway (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
仮想プライベートゲートウェイ
CreateVpnConnectionRoute
とカスタマーゲートウェイ間の
VPN 接続の静的ルートを作成す
る許可を付与

書き込み

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

仮想プライベートゲートウェイ
CreateVpnGateway
を作成する許可を付与

書き込み

vpngateway* (p. 741)

ec2:CreateTags

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
キャリアゲートウェイを削除す
DeleteCarrierGateway
る許可を付与

書き込み

carrieraws:ResourceTag/
gateway* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
DeleteClientVpnEndpoint
トを削除する許可を付与

書き込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
クライアント VPN エンドポイン
DeleteClientVpnRoute
トからルートを削除する許可を
付与

書き込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サービスが顧客所有の IP (CoIP)
DeleteCoipPoolPermission
プールへのアクセスを拒否する
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

書き込み

カスタマーゲートウェイを削除
DeleteCustomerGateway
する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

customeraws:ResourceTag/
gateway* (p. 714)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DHCP オプションのセットを削
DeleteDhcpOptions
除する許可を付与

書き込み

dhcpaws:ResourceTag/
options* (p. 715)
${TagKey} (p. 741)
ec2:DhcpOptionsID (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

出力のみのインターネットゲー
DeleteEgressOnlyInternetGateway
トウェイを削除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

egressaws:ResourceTag/
only${TagKey} (p. 741)
internetec2:ResourceTag/
gateway* (p. 715)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DeleteFleets

1 つ以上の EC2 フリートを削除
する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 716)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のフローログを削除する
DeleteFlowLogs 許可を付与

書き込み

vpc-flowaws:ResourceTag/
log* (p. 738) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon FPGA Image (AFI) を削
DeleteFpgaImage除する許可を付与

書き込み

fpgaaws:ResourceTag/
image* (p. 717)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定されたイベントウィンドウ
DeleteInstanceEventWindow
を削除するためのアクセス許可
を付与

書き込み

instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window* (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インターネットゲートウェイを
DeleteInternetGateway
削除する許可を付与

書き込み

internetaws:ResourceTag/
gateway* (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteIpam

Amazon VPC IP アドレスマネー
ジャー (IPAM) を削除し、CIDR
の履歴データを含む、IP アドレ
ス管理に関連付けられているす
べての監視対象データを削除す
るアクセス許可を付与

書き込み

Amazon VPC IP アドレスマネー
DeleteIpamPool ジャー (IPAM) プールを削除する
アクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

ipam* (p. 721)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
DeleteIpamScopeジャー (IPAM) のスコープを削除
するアクセス許可を付与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DeleteKeyPair

Amazon EC2 からパブリック
キーを削除して、キーペアを削
除する許可を付与

書き込み

keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

起動テンプレートとその関連
DeleteLaunchTemplate
バージョンを削除する許可を付
与

書き込み

launchaws:ResourceTag/
template* (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

起動テンプレートの 1 つ以上の
DeleteLaunchTemplateVersions
バージョンを削除する許可を付
与

書き込み

launchaws:ResourceTag/
template* (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ローカルゲートウェイのルート
DeleteLocalGatewayRoute
テーブルからルートを削除する
許可を付与
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書き込み

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 724)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
サービスによるローカルゲート
DeleteLocalGatewayRouteTablePermission
ウェイのルートテーブルへのア
[アクセス許可
クセスを拒否する許可を付与
のみ]

書き込み

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 724)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC とローカルゲートウェイの
DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
ルートテーブル間の関連付けを
削除する許可を付与

書き込み

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table-vpc${TagKey}
(p. 746)
association* (p.
724)
ec2:Region (p. 745)

管理対象プレフィックスリスト
DeleteManagedPrefixList
を削除する許可を付与

書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

NAT ゲートウェイを削除する許
DeleteNatGateway可を付与

書き込み

natgateway* (p.
aws:ResourceTag/
725)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ネットワーク ACL を削除する許
DeleteNetworkAcl可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
acl* (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ネットワーク ACL からインバウ
DeleteNetworkAclEntry
ンドまたはアウトバウンドのエ
ントリ (ルール) を削除する許可
を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
acl* (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワーク ACL を削除する許
DeleteNetworkInsightsAccessScope
可を付与

書き込み

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessec2:ResourceTag/
scope* (p. 726)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ネットワークインサイト解析を
DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
削除するアクセス許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessec2:ResourceTag/
scope${TagKey} (p. 746)
analysis* (p. 726)
ec2:Region (p. 745)

ネットワークインサイト解析を
DeleteNetworkInsightsAnalysis
削除するアクセス許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
analysis* (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ネットワークインサイトパスを
DeleteNetworkInsightsPath
削除するアクセス許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
path* (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

切り離されたネットワークイン
DeleteNetworkInterface
ターフェイスを削除する許可を
付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワークインターフェイス
DeleteNetworkInterfacePermission
に関連付けられているアクセス
許可を削除する許可を付与

依存アク
ション

Permissions networkaws:ResourceTag/
management interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

プレイスメントグループを削除
DeletePlacementGroup
する許可を付与

書き込み

placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー 書き込み
DeletePublicIpv4Pool
ジャー (IPAM) で管理するために
所有し、Amazon に持ち込んだパ
ブリック IPv4 CIDR のパブリッ
ク IPv4 アドレスプールを削除す
るアクセス許可を付与
指定されたリザーブドインスタ
DeleteQueuedReservedInstances
ンスのキューに入った購入を削
除するアクセス許可を付与

書き込み

クロスアカウント共有を有効に
DeleteResourcePolicy
する IAM ポリシーをリソースか
[アクセス許可
ら削除するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2* (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ec2:Region (p. 745)

ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteRoute

ルートテーブルからルートを削
除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ルートテーブルを削除する許可
DeleteRouteTableを付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

セキュリティグループを削除す
DeleteSecurityGroup
る許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

EBS ボリュームのスナップ
DeleteSnapshot ショットを削除する許可を付与

書き込み

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スポットインスタンスのデータ
DeleteSpotDatafeedSubscription
フィードを削除する許可を付与

書き込み

DeleteSubnet

書き込み

サブネットを削除する許可を付
与

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サブネット CIDR の予約を削除
DeleteSubnetCidrReservation
する許可を付与

書き込み

DeleteTags

タグ付け

Amazon EC2 リソースから 1 つ
以上のタグを削除する許可を付
与

ec2:Region (p. 745)
capacityaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
capacityaws:ResourceTag/
reservation- ${TagKey} (p. 741)
fleet (p. 712)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
carrieraws:ResourceTag/
gateway (p. 713)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
customeraws:ResourceTag/
gateway (p. 714)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
dedicated- aws:ResourceTag/
host (p. 714) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dhcpaws:ResourceTag/
options (p. 715)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
egressaws:ResourceTag/
only${TagKey} (p. 741)
internetec2:ResourceTag/
gateway (p. 715)
${TagKey} (p. 746)
elasticaws:ResourceTag/
gpu (p. 715) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

exportaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
exportaws:ResourceTag/
instance${TagKey} (p. 741)
task (p. 716)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
fleet (p. 716) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
fpgaaws:ResourceTag/
image (p. 717)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
hostaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
717)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
importaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
importaws:ResourceTag/
snapshot${TagKey} (p. 741)
task (p. 718)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
internetaws:ResourceTag/
gateway (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipam (p. 721)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipamaws:ResourceTag/
scope (p. 722)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv6poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway (p. 724)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 724) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey} (p. 746)
virtualinterfacegroupassociation (p. 724)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table-vpc(p. 746)
association (p.${TagKey}
724)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
virtualec2:ResourceTag/
interface (p. 725)
${TagKey} (p. 746)
localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
virtualec2:ResourceTag/
interfacegroup (p. 725)${TagKey} (p. 746)
natgateway (p.
aws:ResourceTag/
725)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
acl (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessscope (p. 726)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessec2:ResourceTag/
scope${TagKey} (p. 746)
analysis (p. 726)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
analysis (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
path (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
prefixlist (p. 728)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

replaceaws:ResourceTag/
root${TagKey} (p. 741)
volumetask (p. 728) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
reservedaws:ResourceTag/
instances (p. 728)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
routeaws:ResourceTag/
table (p. 729) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group${TagKey} (p. 741)
rule (p. 730)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
spot-fleetaws:ResourceTag/
request (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

spotaws:ResourceTag/
instances- ${TagKey} (p. 741)
request (p. 732)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnetaws:ResourceTag/
cidr${TagKey} (p. 741)
reservation (p. 732)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
session (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
target (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
connectpeer (p. 735) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable (p. 735) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 736) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey}
announcement
(p. 736) (p. 746)
volume (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpc-flowaws:ResourceTag/
log (p. 738) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection (p. 739)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpnaws:ResourceTag/
connection (p.${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpnaws:ResourceTag/
gateway (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
トラフィックミラーフィルタを
DeleteTrafficMirrorFilter
削除する許可を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トラフィックミラーフィルタ
DeleteTrafficMirrorFilterRule
ルールを削除する許可を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficmirrorfilterrule* (p. 733)
ec2:Region (p. 745)

トラフィックミラーセッション
DeleteTrafficMirrorSession
を削除する許可を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
session* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トラフィックミラーターゲット
DeleteTrafficMirrorTarget
を削除する許可を付与
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書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
target* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイを削
DeleteTransitGateway
除する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイ
DeleteTransitGatewayConnect
Cinnect アタッチメントを削除す
るアクセス許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイ
DeleteTransitGatewayConnectPeer
Connect ピアを削除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
connectpeer* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Transit Gateway のマルチキャス
DeleteTransitGatewayMulticastDomain
トドメインを削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain* (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイから
DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
ピアリングアタッチメントを削
除する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのポ
DeleteTransitGatewayPolicyTable
リシーテーブルを削除する許可
を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのプ
DeleteTransitGatewayPrefixListReference
レフィックスリスト参照を削除
する許可を付与
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書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイの
DeleteTransitGatewayRoute
ルートテーブルからルートを削
除する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
DeleteTransitGatewayRouteTable
ルートテーブルを削除する許可
を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement
ルートテーブルのお知らせを削
除する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey}
announcement*
(p. 736) (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイから
DeleteTransitGatewayVpcAttachment
VPC アタッチメントを削除する
許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

601

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteVolume

EBS ボリュームを削除する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DeleteVpc

VPC を削除する許可を付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC エンドポイント
DeleteVpcEndpointConnectionNotifications
接続通知を削除する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC エンドポイント
DeleteVpcEndpointServiceConfigurations
サービス設定を削除する許可を
付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上の VPC エンドポイント
DeleteVpcEndpoints
を削除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpcaws:ResourceTag/
endpoint* (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpceServiceName (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

VPC ピア接続を削除する許可を
DeleteVpcPeeringConnection
付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection* (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

VPN 接続を削除する許可を付与
DeleteVpnConnection

書き込み

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

仮想プライベートゲートウェイ
DeleteVpnConnectionRoute
とカスタマーゲートウェイ間の
VPN 接続の静的ルートを削除す
る許可を付与

書き込み

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

仮想プライベートゲートウェイ
DeleteVpnGateway
を削除する許可を付与

書き込み

vpnaws:ResourceTag/
gateway* (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

独自の IP アドレス (BYOIP) を使
DeprovisionByoipCidr
用してプロビジョニングされた
IP アドレス範囲を解放し、対応
するアドレスプールを削除する
許可を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon VPC IP アドレスマネー
DeprovisionIpamPoolCidr
ジャー (IPAM) プールからプロビ
ジョニングされた CIDR のプロ
ビジョニング解除のアクセス許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

パブリック IPv4 プールから
DeprovisionPublicIpv4PoolCidr
CIDR のプロビジョニングを解除
するアクセス許可を付与

書き込み

ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2* (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon マシンイメージ (AMI) の 書き込み
DeregisterImage 登録を解除する許可を付与

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インスタンスのスケジュールさ
DeregisterInstanceEventNotificationAttributes
れたイベントに関する通知に含
めるタグのセットからタグを削
除する許可を付与。

書き込み

トランジットゲートウェイのマ
DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
ルチキャストドメインのグルー
プ IP アドレスから 1 つ以上の
ネットワークインターフェイス
メンバーを登録解除する許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイの
DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSources
マルチキャストドメイン内のグ
ループ IP アドレスから 1 つ以上
のネットワークインターフェイ
スソースの登録を解除する許可
を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

AWS アカウント の属性を記述す
DescribeAccountAttributes
るアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の Elastic IP アドレスを
DescribeAddresses
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

指定した Elastic IP アドレスの属
DescribeAddressesAttribute
性を記述するアクセス許可を付
与

リスト

elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

すべてのリソースタイプに対し
DescribeAggregateIdFormat
て長い ID 形式の設定を記述する
許可を付与
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リスト

ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

使用可能な 1 つ以上のアベイラ
DescribeAvailabilityZones
ビリティーゾーンを記述する許
可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のバンドルタスクを記述
DescribeBundleTasks
する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

独自の IP アドレス (BYOIP) を使
DescribeByoipCidrs
用してプロビジョニングされた
IP アドレス範囲を記述する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のキャパシティーの予約
DescribeCapacityReservationFleets
フリートを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のキャパシティーの予約
DescribeCapacityReservations
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のキャリアゲートウェイ
DescribeCarrierGateways
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のリンクされた EC2DescribeClassicLinkInstances
Classic インスタンスを記述する
許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
DescribeClientVpnAuthorizationRules
トの承認ルールを記述する許可
を付与

リスト

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクティブなクライアント接続
DescribeClientVpnConnections
と、クライアント VPN エンドポ
イントで過去 60 分間以内に終了
された接続を記述する許可を付
与

リスト

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のクライアント VPN エ
DescribeClientVpnEndpoints
ンドポイントを記述する許可を
付与

リスト

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
DescribeClientVpnRoutes
トのルートを記述する許可を付
与

リスト

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
クライアント VPN エンドポイ
DescribeClientVpnTargetNetworks
ントに関連付けられているター
ゲットネットワークを記述する
許可を付与

リスト

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定したお客様が所有するアド
DescribeCoipPools
レスプールまたはすべてのお客
様が所有するアドレスプールを
記述するためのアクセス許可を
付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の変換タスクを記述する
DescribeConversionTasks
許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のカスタマーゲートウェ
DescribeCustomerGateways
イを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の DHCP オプション
DescribeDhcpOptions
セットを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の出力専用インターネッ
DescribeEgressOnlyInternetGateways
トゲートウェイを記述する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

インスタンスに関連付けられて
DescribeElasticGpus
いる Elastic Graphics アクセラ
レーターを記述する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

1 つまたは複数のイメージのエク
DescribeExportImageTasks
スポートタスクを記述する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のインスタンスのエクス
DescribeExportTasks
ポートタスクを記述する許可を
付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

高速起動が有効な Windows AMI
DescribeFastLaunchImages
の詳細を取得する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

スナップショットの高速スナッ
DescribeFastSnapshotRestores
プショットリストアの状態を記
述する許可を付与

読み込み

指定した期間の EC2 フリートの
DescribeFleetHistory
イベントを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

fleet (p. 716) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

EC2 フリートの実行中のインス
DescribeFleetInstances
タンスを記述する許可を付与

リスト

fleet (p. 716) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

DescribeFleets 1 つ以上の EC2 フリートを記述
する許可を付与

リスト

fleet (p. 716) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のフローログを記述する
DescribeFlowLogs許可を付与
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リスト

ec2:Region (p. 745)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon FPGA Image (AFI) の属
DescribeFpgaImageAttribute
性を記述する許可を付与

リスト

依存アク
ション

fpgaaws:ResourceTag/
image* (p. 717)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の Amazon FPGA Image
DescribeFpgaImages
(AFI) を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

購入可能な Dedicated Host 予約
DescribeHostReservationOfferings
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

AWS アカウント の Dedicated
DescribeHostReservations
Hosts に関連付けられている
Dedicated Hosts 予約を記述する
アクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

DescribeHosts

リスト

ec2:Region (p. 745)

IAM インスタンスプロファイル
DescribeIamInstanceProfileAssociations
の関連付けを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

リソースの ID 形式設定を記述す
DescribeIdFormatる許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

IAM ユーザー、IAM ロール、
DescribeIdentityIdFormat
ルートユーザーのリソースの ID
形式設定を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の Dedicated Hosts を記
述する許可を付与

Amazon マシンイメージ (AMI) の リスト
DescribeImageAttribute
属性を記述する許可を付与

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
1 つ以上のイメージ
DescribeImages (AMI、AKI、ARI) を記述する許
可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

仮想マシンのインポートまたは
DescribeImportImageTasks
スナップショットのインポート
タスクを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スナップショットのインポート
DescribeImportSnapshotTasks
タスクを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

インスタンスの属性を記述する
DescribeInstanceAttribute
許可を付与

リスト

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
1 つ以上のバーストパフォーマン
DescribeInstanceCreditSpecifications
スインスタンスの CPU 使用率の
クレジットオプションを記述す
る許可を付与
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リスト

ec2:Region (p. 745)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

インスタンスのスケジュールさ
DescribeInstanceEventNotificationAttributes
れたイベントに関する通知に含
めるタグのセットを記述するた
めのアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

指定されたイベントウィンドウ
DescribeInstanceEventWindows
またはすべてのイベントウィン
ドウを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のインスタンスのステー
DescribeInstanceStatus
タスを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ロケーションで提供されるイン
DescribeInstanceTypeOfferings
スタンスタイプのセットを記述
するためのアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ロケーションで提供されるイン
DescribeInstanceTypes
スタンスタイプの詳細を記述す
るためのアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のインスタンスを記述す
DescribeInstancesる許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のインターネットゲート
DescribeInternetGateways
ウェイを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
DescribeIpamPools
ジャー (IPAM) プールを記述する
アクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
DescribeIpamScopes
ジャー (IPAM) スコープを記述す
るアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

DescribeIpams Amazon VPC IP アドレスマネー
ジャー (IPAM) を記述するアクセ
ス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の IPv6 アドレスプール
DescribeIpv6Poolsを記述するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のキーペアを記述する許
DescribeKeyPairs可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の起動テンプレートの
DescribeLaunchTemplateVersions
バージョンを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の起動テンプレートを記
DescribeLaunchTemplates
述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

サービスがローカルゲートウェ
DescribeLocalGatewayRouteTablePermissions
イのルートテーブルのアクセス
[アクセス許可
許可を説明するためのアクセス
のみ]
許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

仮想インターフェイスグループ
リスト
DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations
とローカルゲートウェイルート
テーブル間の関連付けを記述す
る許可を付与

ec2:Region (p. 745)

VPC とローカルゲートウェイの
DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
ルートテーブル間の関連付けを
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のローカルゲートウェイ
DescribeLocalGatewayRouteTables
ルートテーブルを記述する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ローカルゲートウェイ仮想イン
DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups
ターフェイスグループを記述す
る許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ローカルゲートウェイ仮想イン
DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
ターフェイスを記述する許可を
付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のローカルゲートウェイ
DescribeLocalGateways
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

管理対象プレフィックスリスト
DescribeManagedPrefixLists
と AWS で管理されるプレフィッ
クスリストを記述するアクセス
許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

EC2-VPC プラットフォームに移
DescribeMovingAddresses
動される Elastic IP アドレスを記
述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の NAT ゲートウェイを
DescribeNatGateways
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワーク ACL を
DescribeNetworkAcls
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワークアクセス
DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses
スコープインサイト分析を記述
するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ネットワークアクセススコープ
DescribeNetworkInsightsAccessScopes
を記述するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワークインサイ
DescribeNetworkInsightsAnalyses
ト分析を記述するアクセス許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワークインター
DescribeNetworkInsightsPaths
フェイスを記述するアクセス許
可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ネットワークインターフェイス
DescribeNetworkInterfaceAttribute
属性を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ネットワークインターフェイス
DescribeNetworkInterfacePermissions
に関連付けられているアクセス
許可を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワークインター
DescribeNetworkInterfaces
フェイスを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のプレイスメントグルー
DescribePlacementGroups
プを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

プレフィックスリスト形式で利
DescribePrefixLists
用可能な AWS のサービスを記述
するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

長い ID (17 文字の ID) の設定
リスト
DescribePrincipalIdFormat
を明示的に指定したルートユー
ザーおよびすべての IAM ロール
と IAM ユーザーの ID 形式の設定
を記述する許可を付与

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の IPv4 アドレスプール
DescribePublicIpv4Pools
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

アカウント内で現在利用可能な 1
DescribeRegions つまたは複数の AWS リージョン
を記述するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

ルートボリューム置換タスクを
DescribeReplaceRootVolumeTasks
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

アカウント内で購入した 1 つ以
DescribeReservedInstances
上のリザーブドインスタンスを
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

リザーブドインスタンス
DescribeReservedInstancesListings
Marketplace のアカウントのリ
ザーブドインスタンスの出品を
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のリザーブドインスタン
DescribeReservedInstancesModifications
スに加えられた変更を記述する
許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

購入可能なリザーブドインスタ
DescribeReservedInstancesOfferings
ンスの提供内容を記述する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のルートテーブルを記述
DescribeRouteTables
する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スケジュールされたインスタン
DescribeScheduledInstanceAvailability
スで使用可能なスケジュールを
検索する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アカウント内の 1 つ以上のスケ
DescribeScheduledInstances
ジュールされたインスタンスを
記述する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

指定された VPC セキュリティグ
DescribeSecurityGroupReferences
ループを参照している VPC ピア
接続の反対側にある VPC を記述
する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のセキュリティグループ
DescribeSecurityGroupRules
ルールを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のセキュリティグループ
DescribeSecurityGroups
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スナップショットの属性を記述
DescribeSnapshotAttribute
する許可を付与

リスト

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon EBS スナップショット
DescribeSnapshotTierStatus
のストレージ階層ステータスを
記述するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の EBS スナップショッ
DescribeSnapshots
トを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スポットインスタンスのデータ
DescribeSpotDatafeedSubscription
フィードを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スポットフリートの実行中のイ
DescribeSpotFleetInstances
ンスタンスを記述する許可を付
与

リスト
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spot-fleetaws:ResourceTag/
request (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
指定した期間のスポットフリー
DescribeSpotFleetRequestHistory
トリクエストのイベントを記述
する許可を付与

リスト

spot-fleetaws:ResourceTag/
request (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のスポットフリートリク
DescribeSpotFleetRequests
エストを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のスポットインスタンス
DescribeSpotInstanceRequests
リクエストを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

スポットインスタンスの価格履
DescribeSpotPriceHistory
歴を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

指定した VPC のセキュリティ
DescribeStaleSecurityGroups
グループの古いセキュリティグ
ループルールを記述する許可を
付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

AMI Store タスクの進行状況を記
DescribeStoreImageTasks
述する許可を付与

リスト

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のサブネットを記述する
DescribeSubnets 許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

DescribeTags

読み込み

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトラフィックミラー
DescribeTrafficMirrorFilters
フィルタを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトラフィックミラー
DescribeTrafficMirrorSessions
セッションを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

Amazon EC2 リソースの 1 つ以
上のタグを記述する許可を付与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

1 つ以上のトラフィックミラー
DescribeTrafficMirrorTargets
ターゲットを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

リソースとトランジットゲート
DescribeTransitGatewayAttachments
ウェイ間の 1 つ以上のアタッチ
メントを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGatewayConnectPeers
ウェイ Connect ピアを記述する
アクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGatewayConnects
ウェイ Connect アタッチメント
を記述するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGatewayMulticastDomains
ウェイのマルチキャストドメイ
ンを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGatewayPeeringAttachments
ウェイピアリングアタッチメン
トを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのポ
DescribeTransitGatewayPolicyTables
リシーテーブルを記述する許可
を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
書き込み
DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements
ルートテーブルのお知らせを記
述する許可を付与

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGatewayRouteTables
ウェイルートテーブルを記述す
る許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの 1
DescribeTransitGatewayVpcAttachments
つ以上の VPC アタッチメントを
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のトランジットゲート
DescribeTransitGateways
ウェイを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上のネットワークインター
DescribeTrunkInterfaceAssociations
フェイストランクの関連付けを
記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

EBS ボリュームの属性を記述す
DescribeVolumeAttribute
る許可を付与

リスト

依存アク
ション

volume (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:KmsKeyId (p. 743)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の EBS ボリュームのス
DescribeVolumeStatus
テータスを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の EBS ボリュームを記
DescribeVolumes 述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の EBS ボリュームの現
DescribeVolumesModifications
在の変更ステータスを記述する
許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

VPC の属性を記述する許可を付
DescribeVpcAttribute
与

リスト

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC の ClassicLink
DescribeVpcClassicLink
ステータスを記述する許可を付
与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC の ClassicLink
DescribeVpcClassicLinkDnsSupport
DNS サポートステータスを記述
する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

VPC エンドポイントおよび VPC
DescribeVpcEndpointConnectionNotifications
エンドポイントサービスの接続
通知を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントサービスへ
DescribeVpcEndpointConnections
の VPC エンドポイント接続を記
述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントサービス設
DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
定 (サービス) を記述する許可を
付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントサービスの
DescribeVpcEndpointServicePermissions
検出を許可されているプリンシ
パル (サービスコンシューマー)
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイント作成時に指
DescribeVpcEndpointServices
定できる、サポートされている
すべての AWS のサービスを記述
するアクセス許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC エンドポイント
DescribeVpcEndpoints
を記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC ピア接続を記述
DescribeVpcPeeringConnections
する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

DescribeVpcs

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPN 接続を記述する
DescribeVpnConnections
許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の仮想プライベートゲー
DescribeVpnGateways
トウェイを記述する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

1 つ以上の VPC を記述する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リンクされた EC2-Classic イン
DetachClassicLinkVpc
スタンスを VPC からリンク解除
(デタッチ) する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
VPC からインターネットゲート
DetachInternetGateway
ウェイをデタッチする許可を付
与

書き込み

internetaws:ResourceTag/
gateway* (p. 721)
${TagKey} (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
インスタンスからネットワーク
DetachNetworkInterface
インターフェイスをデタッチす
る許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
DetachVolume

インスタンスから EBS ボリュー
ムをデタッチする許可を付与

書き込み

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
VPC から仮想プライベートゲー
DetachVpnGateway
トウェイをデタッチする許可を
付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpnaws:ResourceTag/
gateway* (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アカウントの EBS 暗号化をデ
DisableEbsEncryptionByDefault
フォルトで無効にする許可を付
与
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ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Windows AMI の高速起動を無効
DisableFastLaunch
にする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定したアベイラビリティー
DisableFastSnapshotRestores
ゾーンの 1 つ以上のスナップ
ショットに対して、高速スナッ
プショット復元を無効にする許
可を付与

書き込み

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定された AMI の非推奨をキャ
DisableImageDeprecation
ンセルする許可を付与

書き込み

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWSAmazon VPC IP アドレスマ
DisableIpamOrganizationAdminAccount
ネージャー (IPAM) 管理者アカウ
ントとしてのOrganizations メン
バーアカウントを無効にするア
クセス許可を付与

書き込み

ec2:Region (p.
organizations:DeregisterD
745)

アカウントのすべてのインスタ
DisableSerialConsoleAccess
ンスの EC2 シリアルコンソール
へのアクセスを無効にする許可
を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

伝達ルートから指定された伝達
DisableTransitGatewayRouteTablePropagation
ルートテーブルのリソースア
タッチメントを無効にする許可
を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey}
announcement
(p. 736) (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

伝達ルートからVPC の指定され
DisableVgwRoutePropagation
たルートテーブルの仮想プライ
ベートゲートウェイを無効にす
る許可を付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
vpnaws:ResourceTag/
gateway* (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC の ClassicLink を無効にする 書き込み
DisableVpcClassicLink
許可を付与

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

VPC の ClassicLink DNS サポー
DisableVpcClassicLinkDnsSupport
トを無効にする許可を付与

書き込み

vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

インスタンスまたはネットワー
DisassociateAddress
クインターフェイスから Elastic
IP アドレスの関連付けを解除す
る許可を付与

書き込み

elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クライアント VPN エンドポイン
DisassociateClientVpnTargetNetwork
トからターゲットネットワーク
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

IAM ロールから ACM 証明書との
DisassociateEnclaveCertificateIamRole
関連付けを解除するアクセス許
可を付与

書き込み

certificate* (p. 713)
role* (p. 729)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中または停止しているイン
DisassociateIamInstanceProfile
スタンスから IAM インスタンス
プロファイルの関連付けを解除
する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
イベントウィンドウから 1 つ以
DisassociateInstanceEventWindow
上のターゲットの関連付けを解
除するための許可を付与

書き込み

instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window* (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サブネットとルートテーブルの
DisassociateRouteTable
関連付けを解除する許可を付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table (p. 729) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
サブネットから CIDR ブロック
DisassociateSubnetCidrBlock
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのマ
DisassociateTransitGatewayMulticastDomain
ルチキャストドメインから 1 つ
以上のサブネットの関連付けを
解除する許可を付与

書き込み

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain* (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ポリシーテーブルの関連付けを
DisassociateTransitGatewayPolicyTable
トランジットゲートウェイから
解除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

リソースアタッチメントとトラ
DisassociateTransitGatewayRouteTable
ンジットゲートウェイのルート
テーブルの関連付けを解除する
許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ブランチネットワークインター
DisassociateTrunkInterface
フェイスからトランクネット
ワークインターフェイスへの関
連付けを解除する許可を付与

書き込み

CIDR ブロックと VPC の関連付
DisassociateVpcCidrBlock
けを解除する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

アカウントに対して EBS 暗号化
EnableEbsEncryptionByDefault
をデフォルトで有効にする許可
を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Windows AMI の高速起動を有効
EnableFastLaunchにする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定したアベイラビリティー
EnableFastSnapshotRestores
ゾーンの 1 つ以上のスナップ
ショットに対して高速スナップ
ショット復元を有効にする許可
を付与

書き込み

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された日時に指定した AMI
EnableImageDeprecation
の非推奨を有効にする許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

AWSAmazon VPC IP アドレスマ
EnableIpamOrganizationAdminAccount
ネージャー (IPAM) 管理者アカウ
ントとしてのOrganizations メン
バーアカウントを有効にする許
可を付与

書き込み

アカウントのすべてのインスタ
EnableSerialConsoleAccess
ンスの EC2 シリアルコンソール
へのアクセスを有効にする許可
を付与

書き込み

アタッチメントがルートを伝播
EnableTransitGatewayRouteTablePropagation
ルートテーブルに伝播できるよ
うにする許可を付与

書き込み

ec2:Region (p.
iam:CreateServiceLinkedR
745)

organizations:EnableAWS

organizations:RegisterDel
ec2:Region (p. 745)

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routeec2:ResourceTag/
table${TagKey}
announcement
(p. 736) (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想プライベートゲートウェイ
EnableVgwRoutePropagation
がルートを VPC ルートテーブル
に伝達できるようにする許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
vpnaws:ResourceTag/
gateway* (p. 741)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

I/O 操作が無効になっているボ
書き込み
EnableVolumeIO リュームの I/O 操作を有効にする
許可を付与

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ClassicLink の VPC を有効にする 書き込み
EnableVpcClassicLink
許可を付与

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC が ClassicLink の DNS ホス
EnableVpcClassicLinkDnsSupport
ト名解決をサポートできるよう
にする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
ExportClientVpnClientCertificateRevocationList
トのクライアント証明書失効リ
ストをダウンロードする許可を
付与

読み込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
ExportClientVpnClientConfiguration
トのクライアント VPN エンドポ
イント設定ファイルの内容をダ
ウンロードする許可を付与

読み込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ExportImage

Amazon マシンイメージ (AMI) を 書き込み
VM ファイルにエクスポートする
許可を付与

634

exportimagetask* (p. 716)

ec2:CreateTags

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイの
ExportTransitGatewayRoutes
ルートテーブルから Amazon S3
バケットにルートをエクスポー
トする許可を付与

書き込み

ACM 証明書に関連付けられた
GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles
ロールのリストを取得するアク
セス許可を付与

読み込み

指定された IPv6 アドレスプール
GetAssociatedIpv6PoolCidrs
の IPv6 CIDR ブロック関連付け
に関する情報を取得するアクセ
ス許可を付与

読み込み

キャパシティーの予約の使用状
GetCapacityReservationUsage
況情報を取得する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

certificate* (p. 713)
ec2:Region (p. 745)
ec2:Region (p. 745)

capacityaws:ResourceTag/
reservation* (p.
${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:CapacityReservationFleet (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定したお客様所有のアドレス
GetCoipPoolUsage
プールからの割り当てを記述す
るためのアクセス許可を付与
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読み込み

ec2:Region (p. 745)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスのコンソール出力
GetConsoleOutputを取得する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

636

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中のインスタンスの JPG 形
GetConsoleScreenshot
式のスクリーンショットを取得
する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
バーストパフォーマンスインス
GetDefaultCreditSpecification
タンスファミリーの CPU 使用
率のデフォルトクレジットオプ
ションを取得する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

EBS 暗号化のデフォルトのカス
GetEbsDefaultKmsKeyId
タマーマスターキー (CMK) の
ID を取得するアクセス許可をデ
フォルトで付与します

読み込み

ec2:Region (p. 745)

アカウントで EBS 暗号化がデ
GetEbsEncryptionByDefault
フォルトで有効になっているか
どうかを記述する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC フローログと Amazon
GetFlowLogsIntegrationTemplate
Athena との統合を合理化する
ために、CloudFormation テンプ
レートを生成する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

vpc-flowaws:ResourceTag/
log* (p. 738) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

キャパシティー予約の追加先に
GetGroupsForCapacityReservation
なるリソースグループを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

capacityaws:ResourceTag/
reservation* (p.
${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:CapacityReservationFleet (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Dedicated Host の設定と一致す
GetHostReservationPurchasePreview
る予約購入をプレビューする許
可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

指定されたインスタンス属性を
GetInstanceTypesFromInstanceRequirements
持つインスタンスタイプのリス
トを表示するアクセス許可を付
与

読み取り

ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UEFI 変数ストアのバイナリ表現
GetInstanceUefiData
を取得するアクセス許可を付与

読み取り

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
Amazon VPC IP アドレスマネー
GetIpamAddressHistory
ジャー (IPAM) スコープ内の
CIDR に関する履歴情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
GetIpamPoolAllocations
ジャー (IPAM) プール内のすべて
の CIDR 割り当てのリストを取
得するアクセス許可を付与

読み込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon VPC IP アドレスマネー
GetIpamPoolCidrsジャー (IPAM) プールにプロビ
ジョニングされる CIDR を取得
するアクセス許可を付与

読み込み

依存アク
ション

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
GetIpamResourceCidrs
ジャー (IPAM) スコープ内のリ
ソースに関する情報を取得する
アクセス許可を付与

読み込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

新しい起動テンプレートまたは
GetLaunchTemplateData
起動テンプレートバージョンで
使用するために、指定したイン
スタンスの設定データを取得す
る許可を付与

読み込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
指定された管理対象プレフィッ
GetManagedPrefixListAssociations
クスリストに関連付けられてい
るリソースに関する情報を取得
する許可を付与

読み込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定された管理対象プレフィッ
GetManagedPrefixListEntries
クスリストのエントリに関する
情報を取得する許可を付与

読み込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

1 つもしくは複数のネットワーク
GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings
アクセススコープ解析の結果を
取得するアクセス許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

指定したネットワークアクセス
GetNetworkInsightsAccessScopeContent
スコープのコンテンツを取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中の Windows インスタンス
GetPasswordDataの暗号化された管理者パスワー
ドを取得する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
見積もりを返し、1 つ以上のコン
GetReservedInstancesExchangeQuote
バーティブルリザーブドインス
タンスを新しいコンバーティブ
ルリザーブドインスタンスと交
換するための情報を交換する許
可を付与

読み込み

クロスアカウント共有を有効に
GetResourcePolicy
する IAM ポリシーを記述するア
[アクセス許可
クセス許可を付与
のみ]

読み込み

ec2:Region (p. 745)

ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

642
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

すべてのインスタンスの EC2 シ
GetSerialConsoleAccessStatus
リアルコンソールに対する、ア
カウントのアクセスステータス
を取得する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

指定されたターゲット容量コン
GetSpotPlacementScores
ピューティング要件に基づい
て、リージョンまたはアベイラ
ビリティーゾーンのスポットプ
レイスメントスコアを計算する
アクセス許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

サブネット CIDR の予約に関す
GetSubnetCidrReservations
る情報を取得する許可を付与

読み込み

ec2:Region (p. 745)

リソースアタッチメントがルー
GetTransitGatewayAttachmentPropagations
トを伝達するルートテーブルを
一覧表示する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのマ
GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations
ルチキャストドメインの関連付
けに関する情報を取得する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのポ
GetTransitGatewayPolicyTableAssociations
リシーテーブルの関連付けに関
する情報を取得する許可を付与

リスト

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのポ
GetTransitGatewayPolicyTableEntries
リシーテーブルエントリの関連
付けに関する情報を取得する許
可を付与

リスト

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
policytable* (p. 735)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
GetTransitGatewayPrefixListReferences
ルートテーブルのプレフィック
スリスト参照に関する情報を取
得する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイの
GetTransitGatewayRouteTableAssociations
ルートテーブルの関連付けに関
する情報を取得する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイルー
GetTransitGatewayRouteTablePropagations
トテーブルのルートテーブル伝
達に関する情報を取得する許可
を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カスタマーゲートウェイデバイ
GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration
スで使用する (AWS 提供の) サ
ンプル設定ファイルを、ダウン
ロードするためのアクセス許可
を付与

リスト

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpnconnectiondevicetype (p. 739)
ec2:Region (p. 745)

サンプル設定ファイルの提供先
GetVpnConnectionDeviceTypes
となるカスタマーゲートウェイ
デバイスのリストを、取得する
ためのアクセス許可を付与

リスト

クライアント証明書失効リスト
ImportClientVpnClientCertificateRevocationList
をクライアント VPN エンドポイ
ントにアップロードする許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ImportImage

マルチボリュームディスクイ
メージまたは EBS スナップ
ショットを Amazon マシンイ
メージ (AMI) にインポートする
許可を付与

書き込み

image* (p. 718)
ec2:ImageID (p.
ec2:CreateTags
743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
importimagetask* (p. 718)
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Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ImportInstance

ディスクイメージのメタデータ
を使用してインスタンスのイン
ポートタスクを作成する許可を
付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ImportKeyPair

サードパーティーツールで作成
された RSA キーペアからパブ
リックキーをインポートする許
可を付与

書き込み

keypair* (p. 723)

ec2:CreateTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)

ディスクを EBS スナップショッ
ImportSnapshot トにインポートする許可を付与

書き込み

importsnapshottask* (p. 718)

ec2:CreateTags

snapshot* (p. ec2:Owner
731)
(p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ImportVolume

ディスクイメージからのメタ
データを使用して、ボリューム
のインポートタスクを作成する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

現在ごみ箱に入っている Amazon リスト
ListImagesInRecycleBin
マシンイメージ (AMI) を一覧表
示するアクセス許可を付与

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

現在ごみ箱に入っている Amazon リスト
ListSnapshotsInRecycleBin
EBS スナップショットを一覧表
示するアクセス許可を付与

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

指定した Elastic IP アドレスの属
ModifyAddressAttribute
性を変更するアクセス許可を付
与

書き込み

elasticip* (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アカウントのローカルゾーンお
ModifyAvailabilityZoneGroup
よび Wavelength Zone グループ
のオプトインステータスを変更
するアクセス許可を付与
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書き込み

ec2:Region (p. 745)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

キャパシティーの予約のキャパ
ModifyCapacityReservation
シティーとキャパシティーが解
放される条件を変更する許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

capacityaws:ResourceTag/
reservation* (p.
${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:CapacityReservationFleet (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

キャパシティー予約フリートを
ModifyCapacityReservationFleet
変更するためのアクセス許可を
付与

書き込み

capacityaws:ResourceTag/
reservation- ${TagKey} (p. 741)
fleet* (p. 712)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

クライアント VPN エンドポイン
ModifyClientVpnEndpoint
トを変更する許可を付与

書き込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
vpc (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
バーストパフォーマンスインス
ModifyDefaultCreditSpecification
タンスの CPU 使用率の、アカ
ウントレベルのデフォルトクレ
ジットオプションを変更する許
可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

アカウントに対してデフォルト
ModifyEbsDefaultKmsKeyId
での EBS 暗号化のデフォルトの
カスタマーマスターキー (CMK)
を変更する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

ModifyFleet

書き込み

EC2 フリートを変更する許可を
付与

fleet* (p. 716)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
Amazon FPGA Image (AFI) の属
ModifyFpgaImageAttribute
性を変更する許可を付与

書き込み

fpgaaws:ResourceTag/
image* (p. 717)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ModifyHosts

Dedicated Host を変更する許可
を付与

書き込み

dedicated- aws:ResourceTag/
host* (p. 714)${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
リソースの ID 形式を変更する許
ModifyIdFormat 可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

アカウントの特定のプリンシパ
ModifyIdentityIdFormat
ルに対するリソースの ID 形式を
変更する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

Amazon マシンイメージ (AMI) の 書き込み
ModifyImageAttribute
属性を変更する許可を付与

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスの属性を変更する
ModifyInstanceAttribute
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

停止したインスタンスのキャパ
ModifyInstanceCapacityReservationAttributes
シティーの予約設定を変更する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
capacityaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
712)
(p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスの CPU 使用率のク
ModifyInstanceCreditSpecification
レジットオプションを変更する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
スケジュールされた EC2 インス
ModifyInstanceEventStartTime
タンスイベントの開始時刻を変
更する許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたイベントウィンドウ
ModifyInstanceEventWindow
を変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instanceaws:ResourceTag/
event${TagKey} (p. 741)
window* (p. 719)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インスタンスのリカバリ動作を
ModifyInstanceMaintenanceOptions
変更するアクセス許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスのメタデータオプ
ModifyInstanceMetadataOptions
ションを変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスのプレイスメント
ModifyInstancePlacement
属性を変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
dedicated- aws:ResourceTag/
host (p. 714) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)
ModifyIpam

Amazon VPC IP アドレスマネー
ジャー (IPAM) の設定を変更する
アクセス許可を付与

書き込み

ipam* (p. 721)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
ModifyIpamPool ジャー (IPAM) プールの設定を変
更するアクセス許可を付与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
ModifyIpamResourceCidr
ジャー (IPAM) リソース CIDR の
設定を変更するアクセス許可を
付与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
ModifyIpamScopeジャー (IPAM) スコープの設定を
変更するアクセス許可を付与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
scope* (p. 722)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

起動テンプレートを変更する許
ModifyLaunchTemplate
可を付与

書き込み

依存アク
ション

launchaws:ResourceTag/
template* (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

管理対象プレフィックスリスト
ModifyManagedPrefixList
を変更する許可を付与

書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ネットワークインターフェイス
ModifyNetworkInterfaceAttribute
の属性を変更する許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

instance (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したインスタンスのインス
ModifyPrivateDnsNameOptions
タンスホスト名のオプションを
変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のリザーブドインスタン
ModifyReservedInstances
スの属性を変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

reservedaws:ResourceTag/
instances* (p.${TagKey}
728)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)

ec2:ReservedInstancesOfferingType (p
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
セキュリティグループのルール
ModifySecurityGroupRules
を変更する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
prefixlist (p. 728)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

securityaws:ResourceTag/
group${TagKey} (p. 741)
rule (p. 730)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

665

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スナップショットのアクセス許
ModifySnapshotAttribute
可設定を追加または削除する許
可を付与

依存アク
ション

経営へのア snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
クセス権
${TagKey} (p. 741)
ec2:Add/
group (p. 741)
ec2:Add/
userId (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:Remove/
group (p. 745)
ec2:Remove/
userId (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon EBS スナップショット
ModifySnapshotTier
をアーカイブするアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

スポットフリートリクエストを
ModifySpotFleetRequest
変更する許可を付与

書き込み

spot-fleetaws:ResourceTag/
request* (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サブネットの属性を変更する許
ModifySubnetAttribute
可を付与

書き込み

依存アク
ション

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ミラーリングネットワークサー
ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices
ビスを許可または制限する許可
を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トラフィックミラールールを変
ModifyTrafficMirrorFilterRule
更する許可を付与

書き込み

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter* (p. 733)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficec2:Attribute (p. 741)
mirrorec2:Attribute/
filterrule* (p. 733) ${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トラフィックミラーセッション
ModifyTrafficMirrorSession
を変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
session* (p. 734)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
filter (p. 733)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
trafficaws:ResourceTag/
mirror${TagKey} (p. 741)
target (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイを変
ModifyTransitGateway
更する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway* (p. 735)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 736) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのプ
ModifyTransitGatewayPrefixListReference
レフィックスリスト参照を変更
する許可を付与

書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイの
ModifyTransitGatewayVpcAttachment
VPC アタッチメントを変更する
許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ModifyVolume

EBS ボリュームのパラメータを
変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ボリュームの属性を変更する許
ModifyVolumeAttribute
可を付与

書き込み

volume* (p. 737)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC の属性を変更する許可を付
ModifyVpcAttribute与

書き込み

依存アク
ション

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントの属性を変
ModifyVpcEndpoint
更する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint* (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
routeaws:ResourceTag/
table (p. 729) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC エンドポイントまたは VPC
ModifyVpcEndpointConnectionNotification
エンドポイントサービスの接続
通知を変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpcaws:ResourceTag/
endpoint* (p. 738)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC エンドポイントサービス設
ModifyVpcEndpointServiceConfiguration
定の属性を変更する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ec2:VpceServicePrivateDnsName (p. 7
ec2:Region (p. 745)
VPC エンドポイントサービスの
ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility
支払者責任を変更する許可を付
与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC エンドポイントサービスの
ModifyVpcEndpointServicePermissions
アクセス許可を変更する許可を
付与

依存アク
ション

Permissions vpcaws:ResourceTag/
management endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC ピア接続の片側で VPC ピア 書き込み
ModifyVpcPeeringConnectionOptions
接続オプションを変更する許可
を付与

vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection* (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

VPC のインスタンスのテナント
ModifyVpcTenancy
属性を変更する許可を付与

書き込み

vpc* (p. 739) aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Site-to-Site VPN 接続のターゲッ
ModifyVpnConnection
トゲートウェイを変更する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AuthenticationType (p. 742)
ec2:DPDTimeoutSeconds (p. 742)
ec2:GatewayType (p. 742)
ec2:IKEVersions (p. 743)
ec2:InsideTunnelCidr (p. 743)
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr (p. 743)
ec2:Phase1DHGroup (p. 744)

ec2:Phase1EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase1LifetimeSeconds (p. 744)
ec2:Phase2DHGroup (p. 744)

ec2:Phase2EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase2LifetimeSeconds (p. 745)
ec2:PreSharedKeys (p. 745)
ec2:RekeyFuzzPercentage (p. 745)

ec2:RekeyMarginTimeSeconds (p. 745)

ec2:ReplayWindowSizePackets (p. 745
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RoutingType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Site-to-Site VPN 接続の接続オプ
ModifyVpnConnectionOptions
ションを変更するアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Site-to-Site VPN 接続の証明書を
ModifyVpnTunnelCertificate
変更する許可を付与

書き込み

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

676

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Site-to-Site VPN 接続のオプショ
ModifyVpnTunnelOptions
ンを変更する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpnaws:ResourceTag/
connection* (p.
${TagKey}
740)
(p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AuthenticationType (p. 742)
ec2:DPDTimeoutSeconds (p. 742)
ec2:GatewayType (p. 742)
ec2:IKEVersions (p. 743)
ec2:InsideTunnelCidr (p. 743)
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr (p. 743)
ec2:Phase1DHGroup (p. 744)

ec2:Phase1EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase1LifetimeSeconds (p. 744)
ec2:Phase2DHGroup (p. 744)

ec2:Phase2EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase2LifetimeSeconds (p. 745)
ec2:PreSharedKeys (p. 745)
ec2:RekeyFuzzPercentage (p. 745)

ec2:RekeyMarginTimeSeconds (p. 745)

ec2:ReplayWindowSizePackets (p. 745
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RoutingType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中のインスタンスの詳細モ
MonitorInstances ニタリングを有効にする許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
Elastic IP アドレスを EC2MoveAddressToVpc
Classic プラットフォームから
EC2-VPC プラットフォームに移
動する許可を付与

書き込み

BYOIP IPv4 CIDR をパブリック
MoveByoipCidrToIpam
IPv4 プールから Amazon VPC IP
アドレスマネージャー (IPAM) に
移動するアクセス許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

自分の IP アドレスを使用
ProvisionByoipCidr
(BYOIP) して AWS で使用するア
ドレス範囲をプロビジョニング
し、対応するアドレスプールを
作成するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon VPC IP アドレスマネー
ProvisionIpamPoolCidr
ジャー (IPAM) プールに CIDR を
プロビジョニングするアクセス
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

パブリック IPv4 プールに CIDR
ProvisionPublicIpv4PoolCidr
をプロビジョニングするアクセ
ス許可を付与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv4poolaws:ResourceTag/
ec2 (p. 722) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Dedicated Host の設定と一致す
PurchaseHostReservation
る予約を購入する許可を付与

書き込み

dedicated- aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
host* (p. 714)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

リザーブドインスタンス提供を
PurchaseReservedInstancesOffering
購入する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

指定したスケジュールで 1 つ以
PurchaseScheduledInstances
上のスケジュールされたインス
タンスを購入する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

クロスアカウント共有を有効に
PutResourcePolicy
する IAM ポリシーをリソースに
[アクセス許可
アタッチするアクセス許可を付
のみ]
与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
pool (p. 721) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のインスタンスの再起動
RebootInstances を要求する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
RegisterImage

Amazon マシンイメージ (AMI) を 書き込み
登録する許可を付与

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
インスタンスのスケジュールさ
RegisterInstanceEventNotificationAttributes
れたイベントに関する通知に含
めるタグのセットにタグを追加
する許可を付与。

書き込み

トランジットゲートウェイのマ
RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
ルチキャストドメインのグルー
プ IP アドレスのメンバーとし
て、1 つ以上のネットワークイン
ターフェイスを登録する許可を
付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain* (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トランジットゲートウェイの
RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources
マルチキャストドメインのグ
ループ IP アドレスの送信元とし
て、1 つ以上のネットワークイン
ターフェイスを登録する許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain* (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

クロスアカウントサブネットを
書き込み
RejectTransitGatewayMulticastDomainAssociations
トランジットゲートウェイのマ
ルチキャストドメインに関連付
けるリクエストを拒否するアク
セス許可を付与

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
multicastec2:ResourceTag/
domain (p. 735)
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイピア
RejectTransitGatewayPeeringAttachment
リングアタッチメントリクエス
トを拒否する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC をトランジットゲートウェ
RejectTransitGatewayVpcAttachment
イにアタッチするリクエストを
拒否する許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment* (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC エンドポイントサービスへ
RejectVpcEndpointConnections
の 1 つ以上の VPC エンドポイン
ト接続リクエストを拒否する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC ピア接続リクエストを拒否
RejectVpcPeeringConnection
する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
peering${TagKey} (p. 741)
connection* (p. 739)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)
ec2:Region (p. 745)

Elastic IP アドレスを解放する許
ReleaseAddress 可を付与

書き込み

elasticip (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ReleaseHosts

1 つ以上のオンデマンド
Dedicated Hosts を解放する許可
を付与

書き込み

dedicated- aws:ResourceTag/
host* (p. 714)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon VPC IP アドレスマネー
ReleaseIpamPoolAllocation
ジャー (IPAM) プール内の割り当
てを解放するアクセス許可を付
与

書き込み

ipamaws:ResourceTag/
pool* (p. 721)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスの IAM インスタン
ReplaceIamInstanceProfileAssociation
スプロファイルを置き換えるア
クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
サブネットが関連付けられてい
ReplaceNetworkAclAssociation
るネットワーク ACL を変更する
許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
acl* (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ネットワーク ACL のエントリ
書き込み
ReplaceNetworkAclEntry
(ルール) を置き換えるアクセス許
可を付与

networkaws:ResourceTag/
acl* (p. 725) ${TagKey} (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

ReplaceRoute

VPC のルートテーブル内のルー
トを置き換えるアクセス許可を
付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

サブネットに関連付けられてい
ReplaceRouteTableAssociation
るルートテーブルを変更する許
可を付与

書き込み

routeaws:ResourceTag/
table* (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
トランジットゲートウェイの
ReplaceTransitGatewayRoute
ルートテーブル内のルートを置
き換えるアクセス許可を付与

書き込み

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
attachment (p. 734)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

インスタンスのステータスに関
ReportInstanceStatus
するフィードバックを送信する
許可を付与

書き込み

スポットフリートリクエストを
RequestSpotFleet作成する許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

spot-fleetaws:ResourceTag/
request* (p. 732)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)

687

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
スポットインスタンスリクエス
RequestSpotInstances
トを作成する許可を付与

書き込み

spotinstancesrequest* (p. 732)

ec2:CreateTags

image (p. 718)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

688

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AuthorizedUser (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:Permission (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
指定した IP アドレスの属性をリ
ResetAddressAttribute
セットするアクセス許可を付与

書き込み

elasticip* (p. 711)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

EBS 用 AWS 管理の CMK を使
ResetEbsDefaultKmsKeyId
用するために、アカウントの
EBS 暗号化のデフォルトのカス
タマーマスターキー (CMK) をリ
セットするアクセス許可を付与

書き込み

Amazon FPGA Image (AFI) の属
ResetFpgaImageAttribute
性をデフォルト値にリセットす
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

ec2:Region (p. 745)

fpgaaws:ResourceTag/
image* (p. 717)
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

Amazon マシンイメージ (AMI) の 書き込み
ResetImageAttribute
属性をデフォルト値にリセット
する許可を付与

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスの属性をデフォル
ResetInstanceAttribute
ト値にリセットする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ネットワークインターフェイス
ResetNetworkInterfaceAttribute
の属性をリセットする許可を付
与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スナップショットのアクセス許
ResetSnapshotAttribute
可設定をリセットする許可を付
与

依存アク
ション

Permissions snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
management
${TagKey} (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

以前 EC2-VPC プラットフォーム 書き込み
RestoreAddressToClassic
に移動された Elastic IP アドレス
を EC2-Classic プラットフォー
ムに戻すアクセス許可を付与
Amazon マシンイメージ (AMI) を 書き込み
RestoreImageFromRecycleBin
ごみ箱から復元するアクセス許
可を付与

ec2:Region (p. 745)

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

管理対象プレフィックスリスト
RestoreManagedPrefixListVersion
の以前のバージョンから新しい
バージョンのプレフィックスリ
ストにエントリを復元する許可
を付与

書き込み

prefixaws:ResourceTag/
list* (p. 728) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ごみ箱から Amazon EBS スナッ
RestoreSnapshotFromRecycleBin
プショットを復元するアクセス
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

一時的もしくは永続的に使用
RestoreSnapshotTier
するためにアーカイブされた
Amazon EBS スナップショット
を復元する権限、もしくは以前
に一時的に復元されたスナップ
ショットの復元期間もしくは復
元タイプを変更するアクセス許
可を付与

書き込み

snapshot* (p. aws:ResourceTag/
731)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クライアント VPN エンドポイン
RevokeClientVpnIngress
トからインバウンド承認ルール
を削除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

VPC セキュリティグループから
RevokeSecurityGroupEgress
1 つ以上のアウトバウンドルール
を削除する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

セキュリティグループから 1 つ
RevokeSecurityGroupIngress
以上のインバウンドルールを削
除する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RunInstances

1 つ以上のインスタンスを起動す
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
instance* (p. 720)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

networkec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
interface* (p. 727)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
subnet* (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume* (p. 737)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
capacityaws:ResourceTag/
reservation (p.${TagKey}
712)
(p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
elasticaws:ResourceTag/
gpu (p. 715) ${TagKey} (p. 741)
ec2:ElasticGpuType (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
elasticinference (p. 715)
group (p. 729)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchaws:ResourceTag/
template (p. 723)
${TagKey} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
licenseconfiguration (p. 723)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
シナリオ: EC2-Classic-EBS

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
securitygroup* (p. 729)
volume* (p. 737)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シナリオ: EC2-ClassicInstanceStore

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
securitygroup* (p. 729)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)

シナリオ: EC2-VPC-EBS

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
networkinterface* (p. 727)
securitygroup* (p. 729)
volume* (p. 737)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)

シナリオ: EC2-VPC-EBSSubnet

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
networkinterface* (p. 727)
securitygroup* (p. 729)
subnet* (p. 733)
volume* (p. 737)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シナリオ: EC2-VPCInstanceStore

依存アク
ション

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
networkinterface* (p. 727)
securitygroup* (p. 729)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)

シナリオ: EC2-VPCInstanceStore-Subnet

image* (p. 718)
instance* (p. 720)
networkinterface* (p. 727)
securitygroup* (p. 729)
subnet* (p. 733)
keypair (p. 723)
placementgroup (p. 727)
snapshot (p. 731)

1 つ以上のスケジュールされたイ
RunScheduledInstances
ンスタンスを起動する許可を付
与

書き込み

image* (p. 718)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

keyaws:ResourceTag/
pair (p. 723) ${TagKey} (p. 741)
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
networkaws:ResourceTag/
interface (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
placement- aws:ResourceTag/
group (p. 727)${TagKey} (p. 741)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
securityaws:ResourceTag/
group (p. 729)${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 731)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
subnet (p. 733)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ローカルゲートウェイのルート
SearchLocalGatewayRoutes
テーブル内のルートを検索する
許可を付与

リスト

localaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable (p. 724) ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

トランジットゲートウェイのマ
SearchTransitGatewayMulticastGroups
ルチキャストドメイン内のグ
ループ、ソース、メンバーを検
索する許可を付与

リスト

トランジットゲートウェイの
SearchTransitGatewayRoutes
ルートテーブル内のルートを検
索する許可を付与

リスト

ec2:Region (p. 745)

transitaws:ResourceTag/
gateway${TagKey} (p. 741)
routetable* (p. 736)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

診断割り込みを Amazon EC2 イ
SendDiagnosticInterrupt
ンスタンスに送信する許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スポットインスタンスを中断す
SendSpotInstanceInterruptions
るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
StartInstances

停止したインスタンスを起動す
る許可を付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

licenseconfiguration (p. 723)
ec2:Region (p. 745)
ネットワークアクセススコープ
StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
分析を開始するアクセス許可を
付与

書き込み

networkinsightsaccessscopeanalysis* (p. 726)

ec2:CreateTags

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
accessscope (p. 726)ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
指定されたパスを分析するアク
StartNetworkInsightsAnalysis
セス許可を付与

書き込み

networkinsightsanalysis* (p. 726)

ec2:CreateTags

networkaws:ResourceTag/
insights${TagKey} (p. 741)
path* (p. 726)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
VPC エンドポイントサービスの
StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification
プライベート DNS 検証プロセス
を開始する許可を付与

書き込み

vpcaws:ResourceTag/
endpoint${TagKey} (p. 741)
service* (p. 738)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StopInstances

Amazon EBS-backed インスタン
スを停止する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

アクティブなクライアント VPN
TerminateClientVpnConnections
エンドポイント接続を終了する
許可を付与

書き込み

client-vpn- aws:ResourceTag/
endpoint* (p. 713)
${TagKey} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のインスタンスをシャッ
TerminateInstances
トダウンする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
ネットワークインターフェイス
UnassignIpv6Addresses
から 1 つ以上の IPv6 アドレスの
割り当てを解除する許可を付与

書き込み

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

709

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワークインターフェイス
UnassignPrivateIpAddresses
から 1 つ以上のセカンダリプラ
イベート IP アドレスの割り当て
を解除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

networkaws:ResourceTag/
interface* (p. 727)
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

実行中のインスタンスの詳細モ
UnmonitorInstances
ニタリングを無効にする許可を
付与

書き込み

instance* (p. 720)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Region (p. 745)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC セキュリティグループの 1
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
つ以上のアウトバウンドルール
の説明を更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

セキュリティグループ内の 1 つ
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
以上のインバウンドルールの説
明を更新する許可を付与

書き込み

securityaws:ResourceTag/
group* (p. 729)
${TagKey} (p. 741)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
ec2:Region (p. 745)

自分の IP アドレスを使用
WithdrawByoipCidr
(BYOIP) して AWS で使用するた
めにプロビジョニングされたア
ドレス範囲のアドバタイズを停
止するアクセス許可を付与

書き込み

ec2:Region (p. 745)

Amazon EC2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 522)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

elastic-ip

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:elastic-ip/${AllocationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:AllocationId (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
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リソースタイプ ARN

条件キー
ec2:Domain (p. 742)
ec2:PublicIpAddress (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

capacityreservationfleet

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:capacity-reservation-fleet/
${CapacityReservationFleetId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

capacityreservation

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:capacity-reservation/
${CapacityReservationId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:CapacityReservationFleet (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

carriergateway

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:carrier-gateway/
${CarrierGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)

certificate

arn:${Partition}:acm:${Region}:
${Account}:certificate/${CertificateId}

client-vpnendpoint

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:client-vpn-endpoint/
${ClientVpnEndpointId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)

ec2:ClientRootCertificateChainArn (p. 7
ec2:CloudwatchLogGroupArn (p. 742)
ec2:CloudwatchLogStreamArn (p. 742)
ec2:DirectoryArn (p. 742)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SamlProviderArn (p. 746)
ec2:ServerCertificateArn (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

customergateway

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:customer-gateway/
${CustomerGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

dedicated-host

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:dedicated-host/${DedicatedHostId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AutoPlacement (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:HostRecovery (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Quantity (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

dhcp-options

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:dhcp-options/${DhcpOptionsId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:DhcpOptionsID (p. 742)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
egress-onlyinternetgateway

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:egress-only-internet-gateway/
${EgressOnlyInternetGatewayId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

elastic-gpu

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:elastic-gpu/${ElasticGpuId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:ElasticGpuType (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
elasticinference

arn:${Partition}:elastic-inference:
${Region}:${Account}:elastic-inferenceaccelerator/${ElasticInferenceAcceleratorId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

export-imagetask

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:export-image-task/
${ExportImageTaskId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

exportinstance-task

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:export-instance-task/
${ExportTaskId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

fleet

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:fleet/${FleetId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

716

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

リソースタイプ ARN

条件キー

fpga-image

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}::fpga-image/
${FpgaImageId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
hostreservation

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:host-reservation/
${HostReservationId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

image

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}::image/
${ImageId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:ImageID (p. 743)
ec2:ImageType (p. 743)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:Public (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
import-imagetask

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:import-image-task/
${ImportImageTaskId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

importsnapshot-task

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:import-snapshot-task/
${ImportSnapshotTaskId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

instanceevent-window

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:instance-event-window/
${InstanceEventWindowId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

719

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

リソースタイプ ARN

条件キー

instance

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:EbsOptimized (p. 742)
ec2:InstanceAutoRecovery (p. 743)
ec2:InstanceID (p. 743)
ec2:InstanceMarketType (p. 743)
ec2:InstanceMetadataTags (p. 743)
ec2:InstanceProfile (p. 743)
ec2:InstanceType (p. 743)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:MetadataHttpEndpoint (p. 743)

ec2:MetadataHttpPutResponseHopLim
ec2:MetadataHttpTokens (p. 744)
ec2:NewInstanceProfile (p. 744)
ec2:PlacementGroup (p. 745)
ec2:ProductCode (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RootDeviceType (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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リソースタイプ ARN

条件キー

internetgateway

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:internet-gateway/
${InternetGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:InternetGatewayID (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ipam

arn:${Partition}:ec2::${Account}:ipam/
${IpamId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ipam-pool

arn:${Partition}:ec2::${Account}:ipam-pool/
${IpamPoolId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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ipam-scope

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2::${Account}:ipam-scope/
${IpamScopeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ipv4pool-ec2

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:ipv4pool-ec2/${Ipv4PoolEc2Id}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ipv6pool-ec2

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:ipv6pool-ec2/${Ipv6PoolEc2Id}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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key-pair

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:key-pair/${KeyPairName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:KeyPairName (p. 743)
ec2:KeyPairType (p. 743)
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
launchtemplate

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:launch-template/
${LaunchTemplateId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
licenseconfiguration

arn:${Partition}:license-manager:
${Region}:${Account}:license-configuration/
${LicenseConfigurationId}
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local-gateway

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:local-gateway/${LocalGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
local-gatewayroute-tablevirtualinterfacegroupassociation

aws:RequestTag/
arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${TagKey} (p. 741)
${Account}:local-gateway-route-tablevirtual-interface-group-association/
aws:ResourceTag/
${LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId}
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

local-gateway- arn:${Partition}:ec2:${Region}:
route-table-vpc- ${Account}:local-gatewayassociation
route-table-vpc-association/
${LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

local-gatewayroute-table

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:local-gateway-route-table/
${LocalGatewayRoutetableId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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local-gatewayvirtualinterface-group

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:local-gateway-virtual-interfacegroup/${LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

local-gatewayvirtual-interface

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:local-gateway-virtual-interface/
${LocalGatewayVirtualInterfaceId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

natgateway

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:natgateway/${NatGatewayId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

network-acl

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-acl/${NaclId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:NetworkAclID (p. 744)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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networkinsightsaccess-scopeanalysis

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-insightsaccess-scope-analysis/
${NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

networkinsightsaccess-scope

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-insights-access-scope/
${NetworkInsightsAccessScopeId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

networkinsightsanalysis

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-insights-analysis/
${NetworkInsightsAnalysisId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

networkinsights-path

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-insights-path/
${NetworkInsightsPathId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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networkinterface

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:network-interface/
${NetworkInterfaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:AssociatePublicIpAddress (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AuthorizedService (p. 742)
ec2:AuthorizedUser (p. 742)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:NetworkInterfaceID (p. 744)
ec2:Permission (p. 744)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Subnet (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
placementgroup

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:placement-group/
${PlacementGroupName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:PlacementGroupName (p. 745)
ec2:PlacementGroupStrategy (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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prefix-list

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:prefix-list/${PrefixListId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
replace-rootvolume-task

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:replace-root-volume-task/
${ReplaceRootVolumeTaskId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

reservedinstances

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:reserved-instances/
${ReservationId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:InstanceType (p. 743)
ec2:Region (p. 745)

ec2:ReservedInstancesOfferingType (p
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
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group

arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:
${Account}:group/${GroupName}

role

arn:${Partition}:iam::${Account}:role/
${RoleNameWithPath}

route-table

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:route-table/${RouteTableId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RouteTableID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)

security-group

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:security-group/${SecurityGroupId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SecurityGroupID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
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security-group- arn:${Partition}:ec2:${Region}:
rule
${Account}:security-group-rule/
${SecurityGroupRuleId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

730

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

リソースタイプ ARN

条件キー

snapshot

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}::snapshot/
${SnapshotId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Add/
group (p. 741)
ec2:Add/
userId (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:OutpostArn (p. 744)
ec2:Owner (p. 744)
ec2:ParentVolume (p. 744)
ec2:Region (p. 745)
ec2:Remove/
group (p. 745)
ec2:Remove/
userId (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SnapshotID (p. 746)
ec2:SnapshotTime (p. 746)
ec2:SourceOutpostArn (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
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spot-fleetrequest

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:spot-fleet-request/
${SpotFleetRequestId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

spotinstancesrequest

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:spot-instances-request/
${SpotInstanceRequestId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

subnet-cidrreservation

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:subnet-cidr-reservation/
${SubnetCidrReservationId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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subnet

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:subnet/${SubnetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:SubnetID (p. 746)
ec2:Vpc (p. 746)
traffic-mirrorfilter

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:traffic-mirror-filter/
${TrafficMirrorFilterId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

traffic-mirrorfilter-rule

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:traffic-mirror-filter-rule/
${TrafficMirrorFilterRuleId}

ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
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traffic-mirrorsession

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:traffic-mirror-session/
${TrafficMirrorSessionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

traffic-mirrortarget

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:traffic-mirror-target/
${TrafficMirrorTargetId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

transitgatewayattachment

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gateway-attachment/
${TransitGatewayAttachmentId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

734

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon EC2

リソースタイプ ARN

条件キー

transitgatewayconnect-peer

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gateway-connect-peer/
${TransitGatewayConnectPeerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

transitgateway

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gateway/
${TransitGatewayId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

transitgatewaymulticastdomain

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gateway-multicast-domain/
${TransitGatewayMulticastDomainId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

transitarn:${Partition}:ec2:${Region}:
gateway-policy- ${Account}:transit-gateway-policy-table/
table
${TransitGatewayPolicyTableId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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transitgatewayroute-tableannouncement

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gatewayroute-table-announcement/
${TransitGatewayRouteTableAnnouncementId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

transitgateway-routetable

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:transit-gateway-route-table/
${TransitGatewayRouteTableId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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volume

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:volume/${VolumeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AvailabilityZone (p. 742)
ec2:Encrypted (p. 742)

ec2:IsLaunchTemplateResource (p. 743
ec2:KmsKeyId (p. 743)
ec2:LaunchTemplate (p. 743)
ec2:ParentSnapshot (p. 744)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VolumeID (p. 746)
ec2:VolumeIops (p. 746)
ec2:VolumeSize (p. 746)
ec2:VolumeThroughput (p. 746)
ec2:VolumeType (p. 746)
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vpc-endpoint

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc-endpoint/${VpcEndpointId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpceServiceName (p. 747)
ec2:VpceServiceOwner (p. 747)
vpc-endpointservice

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc-endpoint-service/
${VpcEndpointServiceId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

ec2:VpceServicePrivateDnsName (p. 7
vpc-flow-log

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc-flow-log/${VpcFlowLogId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
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vpc

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc/${VpcId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Ipv4IpamPoolId (p. 743)
ec2:Ipv6IpamPoolId (p. 743)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:Tenancy (p. 746)
ec2:VpcID (p. 747)
vpc-peeringconnection

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc-peering-connection/
${VpcPeeringConnectionId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:AccepterVpc (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:RequesterVpc (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:VpcPeeringConnectionID (p. 747)

vpnconnectiondevice-type

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpn-connection-device-type/
${VpnConnectionDeviceTypeId}
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vpnconnection

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpn-connection/${VpnConnectionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Attribute (p. 741)
ec2:Attribute/
${AttributeName} (p. 741)
ec2:AuthenticationType (p. 742)
ec2:DPDTimeoutSeconds (p. 742)
ec2:GatewayType (p. 742)
ec2:IKEVersions (p. 743)
ec2:InsideTunnelCidr (p. 743)
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr (p. 743)
ec2:Phase1DHGroup (p. 744)

ec2:Phase1EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase1LifetimeSeconds (p. 744)
ec2:Phase2DHGroup (p. 744)

ec2:Phase2EncryptionAlgorithms (p. 74
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms (p. 744)
ec2:Phase2LifetimeSeconds (p. 745)
ec2:PreSharedKeys (p. 745)
ec2:Region (p. 745)
ec2:RekeyFuzzPercentage (p. 745)

ec2:RekeyMarginTimeSeconds (p. 745)

ec2:ReplayWindowSizePackets (p. 745
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)
ec2:RoutingType (p. 746)
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vpn-gateway

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 741)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpn-gateway/${VpnGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 741)
aws:TagKeys (p. 741)
ec2:Region (p. 745)
ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 746)

Amazon EC2 の条件キー
Amazon EC2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

ec2:AccepterVpc

VPC ピア接続のアクセプタ VPC の ARN によってアクセスを ARN
フィルタリングします

ec2:Add/group

スナップショットに追加されるグループに基づいて、アクセ
スをフィルタリングします

文字列

ec2:Add/userId

スナップショットに追加されるアカウント ID に基づいて、ア
クセスをフィルタリングします

文字列

ec2:AllocationId

Elastic IP アドレスの割り当て ID によりアクセスをフィルタ
リングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

ユーザーがパブリック IP アドレスをインスタンスに関連付け
ec2:AssociatePublicIpAddress
るかどうかによって、アクセスをフィルタリングします。

Bool

ec2:Attribute

リソースの属性に基づいて、アクセスをフィルタリングしま
す

文字列

ec2:Attribute/
${AttributeName}

リソースに設定されている属性によってアクセスをフィルタ
リングします

文字列
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条件キー

説明

タイプ

VPN トンネルエンドポイントの認証タイプによってアクセス
ec2:AuthenticationType
をフィルタリングします

文字列

リソースを使用するアクセス許可を持つ AWS のサービスで
ec2:AuthorizedServiceアクセスをフィルタリングします

文字列

リソースを使用するアクセス許可を持つ IAM プリンシパルに
ec2:AuthorizedUser よってアクセスをフィルタリングします

文字列

Dedicated Host の自動プレイスメントプロパティによってア
ec2:AutoPlacement クセスをフィルタリングします

文字列

AWS リージョン のアベイラビリティーゾーンの名前でアク
ec2:AvailabilityZone セスをフィルタリングします

文字列

キャパシティー予約フリートの ARN によってアクセスを
ec2:CapacityReservationFleet
フィルタリングする

ARN

クライアントルート証明書チェーンの ARN によってアクセ
ec2:ClientRootCertificateChainArn
スをフィルタリングします

ARN

CloudWatch Logs グループの ARN によってアクセスをフィ
ec2:CloudwatchLogGroupArn
ルタリングします

ARN

CloudWatch Logs ストリームの ARN によってアクセスを
ec2:CloudwatchLogStreamArn
フィルタリングします

ARN

ec2:CreateAction

文字列

リソース作成 API アクションの名前によってアクセスをフィ
ルタリングします

VPN トンネルで DPD タイムアウトが発生するまでの期間に
ec2:DPDTimeoutSeconds
よってアクセスをフィルタリングします

数値

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) オプションセッ
ec2:DhcpOptionsID トの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:DirectoryArn

ディレクトリの ARN によってアクセスをフィルタリングし
ます

ARN

ec2:Domain

Elastic IP アドレスのドメインによりアクセスをフィルタリン
グする

文字列

ec2:EbsOptimized

インスタンスが EBS 最適化に対して有効になっているかどう
かによって、アクセスをフィルタリングします

Bool

Elastic Graphics アクセラレーターの種類によってアクセスを
ec2:ElasticGpuType フィルタリングします

文字列

ec2:Encrypted

EBS ボリュームが暗号化されているかどうかによってアクセ
スをフィルタリングします

Bool

ec2:GatewayType

VPN 接続の AWS 側の VPN エンドポイントのゲートウェイ
タイプでアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:HostRecovery

Dedicated Host に対してホスト復旧が有効になっているかど
うかによって、アクセスをフィルタリングします

文字列
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説明

タイプ

ec2:IKEVersions

VPN トンネルに対して許可されているインターネットキー交
換 (IKE) バージョンによってアクセスをフィルタリングしま
す

文字列

ec2:ImageID

イメージの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:ImageType

イメージのタイプ (machine、AKI、ARI) によってアクセスを
フィルタリングします

文字列

VPN トンネルの内部 IP アドレスの範囲によってアクセスを
ec2:InsideTunnelCidr フィルタリングします

文字列

VPN トンネルの内部 IPv6 アドレスの範囲に基づいて、アク
ec2:InsideTunnelIpv6Cidr
セスをフィルタリングします

文字列

インスタンスタイプが自動回復をサポートしているかどうか
ec2:InstanceAutoRecovery
に基づいて、アクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:InstanceID

文字列

インスタンスの ID でアクセスをフィルタリングします

インスタンスの市場または購入オプション (オンデマンドまた 文字列
ec2:InstanceMarketType
はスポット) によってアクセスをフィルタリングします
インスタンスがインスタンスメタデータからインスタンスタ
ec2:InstanceMetadataTags
グへのアクセスを許可しているかどうかに基づいて、アクセ
スをフィルタリングします
ec2:InstanceProfile
ec2:InstanceType

文字列

インスタンスプロファイルの ARN によってアクセスをフィ
ルタリングします

ARN

インスタンスのタイプによってアクセスをフィルタリングし
ます

文字列

インターネットゲートウェイの ID でアクセスをフィルタリン
ec2:InternetGatewayID
グします

文字列

IPv4 CIDR ブロック割り当て用に提供された IP アドレス管理
ec2:Ipv4IpamPoolId プールの ID でアクセスをフィルタリングします。

文字列

IPv6 CIDR ブロック割り当て用に提供された IP アドレス管理
ec2:Ipv6IpamPoolId プールの ID でアクセスをフィルタリングします。

文字列

起動テンプレートで指定されたリソースをユーザーが上書き
ec2:IsLaunchTemplateResource
できるかどうかによって、アクセスをフィルタリングします

Bool

ec2:KeyPairName

キーペア名によりアクセスをフィルタリングする

文字列

ec2:KeyPairType

キーペアのタイプによりアクセスをフィルタリングする

文字列

ec2:KmsKeyId

AWS KMS キーの ID によりアクセスをフィルタリングする

文字列

起動テンプレートの ARN によってアクセスをフィルタリン
ec2:LaunchTemplate グします

ARN

HTTP エンドポイントがインスタンスメタデータサービスに
ec2:MetadataHttpEndpoint
対して有効になっているかどうかによって、アクセスをフィ
ルタリングします

文字列
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説明

タイプ

インスタンスメタデータサービスを呼び出すときに、許可さ
ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit
れたホップ数によってアクセスをフィルタリングします

数値

インスタンスメタデータサービスを呼び出すときに、トーク
ec2:MetadataHttpTokens
ンが必要かどうかによってアクセスをフィルタリングします
(オプションまたは必須)

文字列

ec2:NetworkAclID

アクセスコントロールリスト (ACL) の ID でアクセスをフィ
ルタリングします

文字列

Elastic Network Interface の ID でアクセスをフィルタリング
ec2:NetworkInterfaceID
します

文字列

アタッチされようとしているインスタンスプロファイルの
ec2:NewInstanceProfile
ARN によってアクセスをフィルタリングします

ARN

ec2:OutpostArn

Outpost の ARN によってアクセスをフィルタリングします

ARN

ec2:Owner

リソースの所有者 (amazon、aws-marketplace、または AWS
アカウント ID) でアクセスをフィルタリングします

文字列

親スナップショットの ARN によってアクセスをフィルタリ
ec2:ParentSnapshot ングします

ARN

ec2:ParentVolume

スナップショットの作成元の親ボリュームの ARN によって
アクセスをフィルタリングします

ARN

ec2:Permission

リソースのアクセス許可のタイプによってアクセスを
フィルタリングします (INSTANCE-ATTACH または EIPASSOCIATE)

文字列

フェーズ 1 IKE ネゴシエーションで VPN トンネルで許可され 数値
ec2:Phase1DHGroupる Diffie-Hellman グループ番号によってアクセスをフィルタ
リングします
フェーズ 1 IKE ネゴシエーションで VPN トンネルで許可され 文字列
ec2:Phase1EncryptionAlgorithms
る暗号化アルゴリズムによってアクセスをフィルタリングし
ます
フェーズ 1 IKE ネゴシエーションの VPN トンネルで許可され 文字列
ec2:Phase1IntegrityAlgorithms
る整合性アルゴリズムによってアクセスをフィルタリングし
ます
VPN トンネルの IKE ネゴシエーションのフェーズ 1 のライフ 数値
ec2:Phase1LifetimeSeconds
タイム (秒単位) によってアクセスをフィルタリングします
フェーズ 2 IKE ネゴシエーションの VPN トンネルで許可され 数値
ec2:Phase2DHGroupる Diffie-Hellman グループ番号によってアクセスをフィルタ
リングします
フェーズ 2 IKE ネゴシエーションの VPN トンネルで許可され 文字列
ec2:Phase2EncryptionAlgorithms
る暗号化アルゴリズムによってアクセスをフィルタリングし
ます
フェーズ 2 IKE ネゴシエーションの VPN トンネルで許可され 文字列
ec2:Phase2IntegrityAlgorithms
る整合性アルゴリズムによってアクセスをフィルタリングし
ます
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説明

タイプ

VPN トンネルの IKE ネゴシエーションのフェーズ 2 のライフ 数値
ec2:Phase2LifetimeSeconds
タイム (秒単位) によってアクセスをフィルタリングします
プレイスメントグループの ARN によってアクセスをフィル
ec2:PlacementGroup タリングします

ARN

プレイスメントグループの名前でアクセスをフィルタリング
ec2:PlacementGroupName
します

文字列

プレイスメントグループ (クラスター、スプレッド、パーティ 文字列
ec2:PlacementGroupStrategy
ション) で使用されるインスタンスプレイスメント戦略によっ
てアクセスをフィルタリングします
仮想プライベートゲートウェイとカスタマーゲートウェイ間
ec2:PreSharedKeys の初期 IKE セキュリティアソシエーションを確立するために
使用される事前共有キー (PSK) によってアクセスをフィルタ
リングします

文字列

ec2:ProductCode

AMI に関連付けられている製品コードによってアクセスを
フィルタリングします

文字列

ec2:Public

イメージにパブリック起動アクセス許可があるかどうかに
よってアクセスをフィルタリングします

Bool

パブリック IP アドレスによりアクセスをフィルタリングする

文字列

ec2:Quantity

リクエスト内の Dedicated Hosts の数によってアクセスを
フィルタリングします

数値

ec2:Region

AWS リージョン の名前でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:PublicIpAddress

VPN トンネルでキー再生成時間がランダムに選択される、
数値
ec2:RekeyFuzzPercentage
キー再生成ウィンドウ (キー再生成マージン時間によって決定
される) の増加の割合によってアクセスをフィルタリングしま
す
VPN トンネルのフェーズ 2 ライフタイムが期限切れになるま
ec2:RekeyMarginTimeSeconds
でのマージン時間によってアクセスをフィルタリングします

数値

ec2:Remove/
group

スナップショットから削除されるグループに基づいて、アク
セスをフィルタリングします

文字列

ec2:Remove/
userId

スナップショットから削除されるアカウント ID に基づいて、
アクセスをフィルタリングします

文字列

IKE リプレイウィンドウのパケット数に基づいて、アクセス
ec2:ReplayWindowSizePackets
をフィルタリングします
ec2:RequesterVpc

文字列

VPC ピア接続のリクエスタ VPC の ARN によってアクセスを ARN
フィルタリングします

リザーブドインスタンス提供の支払いオプション (前払いな
文字列
ec2:ReservedInstancesOfferingType
し、一部前払い、全前払い) によってアクセスをフィルタリン
グします
ec2:ResourceTag/

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアの先頭文
字列によってアクセスをフィルタリングします
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説明

タイプ

ec2:ResourceTag/
${TagKey}

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

ec2:RoleDelivery

EC2 の IAM ロール認証情報を取得するために、インスタンス
メタデータサービスのバージョンによってアクセスをフィル
タリングします

数値

インスタンスのルートデバイスタイプ（ebs または instanceec2:RootDeviceType store）によってアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:RouteTableID

ルートテーブルの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:RoutingType

VPN 接続のルーティングタイプによってアクセスをフィルタ
リングします

文字列

IAM SAML ID プロバイダーの ARN によってアクセスをフィ
ec2:SamlProviderArn ルタリングします

ARN

セキュリティグループの ID でアクセスをフィルタリングしま
ec2:SecurityGroupID す

文字列

サーバー証明書の ARN によってアクセスをフィルタリング
ec2:ServerCertificateArn
します

ARN

ec2:SnapshotID

スナップショットの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:SnapshotTime

スナップショットの開始時刻によってアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リクエストが発生したインスタンスの ARN によってアクセ
ec2:SourceInstanceARN
スをフィルタリングします

ARN

リクエストが発生した Outpost の ARN によってアクセスを
ec2:SourceOutpostArn
フィルタリングします

ARN

ec2:Subnet

サブネットの ARN によってアクセスのフィルタリングしま
す

ARN

ec2:SubnetID

サブネットの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:Tenancy

VPC またはインスタンスのテナンシー (デフォルト、専用ま
たはホスト) によってアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:VolumeID

ボリュームの ID でアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:VolumeIops

ボリュームにプロビジョニングされた 1 秒あたりの入力/出力 数値
オペレーション数 (IOPS) によってアクセスをフィルタリング
します

ec2:VolumeSize

ボリュームのサイズ (GiB 単位) によってアクセスをフィルタ
リングします

数値

ボリュームのスループット (Mibps 単位) によってアクセスを
ec2:VolumeThroughput
フィルタリングします

数値

ec2:VolumeType

ボリュームのタイプ (gp2、gp3、io1、io2、st1、sc1、標準)
によってアクセスをフィルタリングします

文字列

ec2:Vpc

VPC の ARN によってアクセスをフィルタリングします

ARN
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タイプ

ec2:VpcID

仮想プライベートクラウド (VPC) の ID でアクセスをフィル
タリングします

文字列

VPC ピアリング接続の ID でアクセスをフィルタリングしま
ec2:VpcPeeringConnectionID
す

文字列

VPC エンドポイントサービスの名前によってアクセスをフィ
ec2:VpceServiceName
ルタリングします

文字列

VPC エンドポイントサービスのサービス所有者
ec2:VpceServiceOwner
(amazon、aws-marketplace、または AWS アカウント ID) で
アクセスをフィルタリングします

文字列

VPC エンドポイントサービスのプライベート DNS 名によっ
ec2:VpceServicePrivateDnsName
てアクセスをフィルタリングします

文字列

Amazon EC2 Auto Scaling のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon EC2 Auto Scaling (サービスプレフィックス: autoscaling) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるアクション (p. 747)
• Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるリソースタイプ (p. 755)
• Amazon EC2 Auto Scaling の条件キー (p. 755)

Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
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以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上の EC2 インスタンス
AttachInstances を、指定された Auto Scaling グ
ループにアタッチする許可を付
与

Write

1 つ以上のターゲットグループ
AttachLoadBalancerTargetGroups
を、指定された Auto Scaling グ
ループにアタッチする許可を付
与

Write

依存アク
ション

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

autoscaling:TargetGroupARNs (p. 756)
1 つ以上のロードバランサーを、
AttachLoadBalancers
指定された Auto Scaling グルー
プにアタッチする許可を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

autoscaling:LoadBalancerNames (p. 75
指定されたスケジュールされた
BatchDeleteScheduledAction
アクションを削除する許可を付
与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

Auto Scaling グループの複数のス Write
BatchPutScheduledUpdateGroupAction
ケジュールされたスケーリング
アクションを作成または更新す
る許可を付与

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

実行中のインスタンスの更新オ
CancelInstanceRefresh
ペレーションをキャンセルする
許可を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

指定された結果の指定された
CompleteLifecycleAction
トークンまたはインスタンスの
ライフサイクルアクションを完
了する許可を付与

Write

指定された名前と属性で、Auto
CreateAutoScalingGroup
Scaling グループを作成する許可
を付与

Write

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoscaling:InstanceTypes (p. 756)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

autoscaling:LaunchConfigurationName

autoscaling:LaunchTemplateVersionSp

autoscaling:LoadBalancerNames (p. 75
autoscaling:MaxSize (p. 756)
autoscaling:MinSize (p. 756)

autoscaling:TargetGroupARNs (p. 756)

autoscaling:VPCZoneIdentifiers (p. 756
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:TagKeys (p. 756)
起動設定を作成する許可を付与
CreateLaunchConfiguration

Write

launchConfiguration* (p. 755)
autoscaling:ImageId (p. 755)
autoscaling:InstanceType (p. 755)
autoscaling:SpotPrice (p. 756)

autoscaling:MetadataHttpTokens (p. 75

autoscaling:MetadataHttpPutResponse

autoscaling:MetadataHttpEndpoint (p. 7
指定された Auto Scaling グルー
CreateOrUpdateTags
プのタグを作成または更新する
許可を付与

タグ付け

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:TagKeys (p. 756)

指定された Auto Scaling グルー
DeleteAutoScalingGroup
プを削除する許可を付与。

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

指定された起動設定を削除する
DeleteLaunchConfiguration
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したライフサイクルフック
DeleteLifecycleHook
を削除する許可を付与

Write

依存アク
ション

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

指定された通知を削除する許可
DeleteNotificationConfiguration
を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

DeletePolicy

指定された Auto Scaling ポリ
シーを削除する許可を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

指定されたスケジュールされた
DeleteScheduledAction
アクションを削除する許可を付
与

Write

DeleteTags

タグ付け

指定されたタグを削除する許可
を付与

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:TagKeys (p. 756)

Auto Scaling グループに関連付け Write
DeleteWarmPool られたウォームプールを削除す
るためのアクセス許可を付与

AWS アカウント の現在の Auto
DescribeAccountLimits
Scaling リソース制限を記述する
アクセス許可を付与

リスト

PutScalingPolicy で使用するポリ
DescribeAdjustmentTypes
シー調整を記述する許可を付与

リスト

1 つ以上の Auto Scaling グルー
リスト
DescribeAutoScalingGroups
プを記述する許可を付与 名前
のリストを指定しない場合は、
そのコールによって、すべての
Auto Scaling グループの説明が記
述されます
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上の Auto Scaling インス
DescribeAutoScalingInstances
タンスを記述する許可を付与 リ
ストを指定しない場合は、その
コールによって、すべてのイン
スタンスが記述されます

リスト

Auto Scaling でサポートされてい リスト
DescribeAutoScalingNotificationTypes
る通知タイプの説明を記述する
許可を付与
Auto Scaling グループの 1 つ以
DescribeInstanceRefreshes
上のインスタンスの更新を記述
する許可を付与

リスト

1 つ以上の軌道設定を記述する許
DescribeLaunchConfigurations
可を付与。名前のリストを省略
した場合は、そのコールによっ
て、すべての起動設定が記述さ
れます

リスト

使用可能なライフサイクルフッ
DescribeLifecycleHookTypes
クのタイプを記述する許可を付
与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribeLifecycleHooks
プのライフサイクルフックを記
述する許可を付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribeLoadBalancerTargetGroups
プのターゲットグループを記述
する許可を付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribeLoadBalancers
プのロードバランサーを記述す
る許可を付与

リスト

Auto Scaling の利用可能な
DescribeMetricCollectionTypes
CloudWatch メトリクスを記述す
る許可を付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribeNotificationConfigurations
プに関連付けられている通知ア
クションを記述する許可を付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribePolicies プのポリシーを記述する許可を
付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
DescribeScalingActivities
プの 1 つ以上のスケーリングア
クティビティを記述する許可を
付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ResumeProcesses および
リスト
DescribeScalingProcessTypes
SuspendProcesses で使用するス
ケーリングプロセスの種類を記
述する許可を付与
実行されていない Auto Scaling
DescribeScheduledActions
グループでスケジュールされて
いるアクションを記述する許可
を付与

リスト

DescribeTags

Read

指定されたタグを記述する許可
を付与

Auto Scaling でサポートされてい リスト
DescribeTerminationPolicyTypes
る終了ポリシーを記述する許可
を付与
Auto Scaling グループに関連付け リスト
DescribeWarmPool
られたウォームプールを記述す
るためのアクセス許可を付与
指定された Auto Scaling グルー
DetachInstances プから 1 つ以上のインスタンス
を削除する許可を付与

Write

指定された Auto Scaling グルー
DetachLoadBalancerTargetGroups
プから 1 つ以上のターゲットグ
ループをデタッチする許可を付
与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

autoscaling:TargetGroupARNs (p. 756)
指定された Auto Scaling グルー
DetachLoadBalancers
プから 1 つ以上のロードバラン
サーを削除する許可を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

autoscaling:LoadBalancerNames (p. 75
指定された Auto Scaling グルー
DisableMetricsCollection
プに対する指定されたメトリク
スのモニタリングを無効にする
許可を付与

Write

指定された Auto Scaling グルー
EnableMetricsCollection
プに対する指定されたメトリク
スのモニタリングを有効にする
許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

EnterStandby

指定されたインスタンスをスタ
ンバイモードから解除する許可
を付与

Write

指定されたポリシーを実行する
許可を付与

Write

ExecutePolicy

依存アク
ション

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

ExitStandby

指定されたインスタンスをスタ
ンバイモードから解除する許可
を付与

書き込み

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

予測スケーリングポリシーの予
GetPredictiveScalingForecast
測データを取得する許可を付与

リスト

指定された Auto Scaling グルー
PutLifecycleHook プのライフサイクルフックを作
成または更新する許可を付与

Write

特定のイベントが発生したとき
PutNotificationConfiguration
に Auto Scaling グループが通知
を送信するように設定する許可
を付与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

Auto Scaling グループのポリシー Write
PutScalingPolicy を作成または更新する許可を付
与

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

指定された Auto Scaling グルー
PutScheduledUpdateGroupAction
プのスケジュールされたスケー
リングアクションを作成または
更新する許可を付与

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

Write

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoscaling:MaxSize (p. 756)
autoscaling:MinSize (p. 756)

PutWarmPool

指定された Auto Scaling グルー
プに関連付けられたウォーム
プールを作成または更新するた
めのアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたトークンまたはイン
RecordLifecycleActionHeartbeat
スタンスに関連付けられたライ
フサイクルアクションのハート
ビートを記録する許可を付与

Write

依存アク
ション

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

指定された Auto Scaling グルー
Write
ResumeProcessesプに対して、停止した指定の
Auto Scaling プロセス、またはす
べての中断プロセスを再開する
許可を付与

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

指定された Auto Scaling グルー
SetDesiredCapacity
プのサイズを設定する許可を付
与

Write

autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)

指定されたインスタンスのヘル
SetInstanceHealthスステータスを設定する許可を
付与

Write

指定されたインスタンスのイン
SetInstanceProtection
スタンス保護設定を更新する許
可を付与

Write

新しいインスタンスの更新オペ
StartInstanceRefresh
レーションを開始する許可を付
与

Write

指定された Auto Scaling グルー
SuspendProcesses
プに対して、指定された Auto
Scaling プロセス、またはすべて
のプロセスを中断する許可を付
与

Write

指定されたインスタンスを終了
TerminateInstanceInAutoScalingGroup
し、必要に応じてグループサイ
ズを調整する許可を付与

Write

指定された Auto Scaling グルー
UpdateAutoScalingGroup
プの設定を更新する許可を付与

Write

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
autoScalingGroup*
autoscaling:ResourceTag/
(p. 755)
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

autoscaling:InstanceTypes (p. 756)
autoscaling:LaunchConfigurationName

autoscaling:LaunchTemplateVersionSp
autoscaling:MaxSize (p. 756)
autoscaling:MinSize (p. 756)

autoscaling:VPCZoneIdentifiers (p. 756

Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 747)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:autoscaling:
autoScalingGroup${Region}:${Account}:autoScalingGroup:
${GroupId}:autoScalingGroupName/
${GroupFriendlyName}

autoscaling:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 756)

arn:${Partition}:autoscaling:${Region}:
launchConfiguration
${Account}:launchConfiguration:
${Id}:launchConfigurationName/
${LaunchConfigurationName}

Amazon EC2 Auto Scaling の条件キー
Amazon EC2 Auto Scaling では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

インスタンスの作成に使用する AMI に基づいて、アクセスを
autoscaling:ImageId フィルタリングします

文字列

インスタンスのタイプ (入手可能なハードウェアリソース)に
autoscaling:InstanceType
基づいて、アクセスをフィルタリングします

文字列
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条件キー

説明

タイプ

インスタンスのタイプ (入手可能なハードウェアリソース)に
autoscaling:InstanceTypes
基づいて、アクセスをフィルタリングします

文字列

起動設定の名前に基づいて、アクセスをフィルタリングしま
autoscaling:LaunchConfigurationName
す

文字列

ユーザーが起動テンプレートの任意のバージョンを指定でき
autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified
るか、最新バージョンまたはデフォルトバージョンのみを指
定できるかによって、アクセスをフィルタリングします

Bool

ロードバランサーの名前に基づいて、アクセスをフィルタリ
autoscaling:LoadBalancerNames
ングします

文字列

最大スケーリングサイズに基づいて、アクセスをフィルタリ
autoscaling:MaxSize ングします

数値

HTTP エンドポイントがインスタンスメタデータサービスに
autoscaling:MetadataHttpEndpoint
対して有効になっているかどうかに基づいて、アクセスを
フィルタリングします

文字列

インスタンスメタデータサービスを呼び出すときに、許可さ
autoscaling:MetadataHttpPutResponseHopLimit
れたホップ数に基づいて、アクセスをフィルタリングします

数値

インスタンスメタデータサービスを呼び出すときに、トーク
autoscaling:MetadataHttpTokens
ンが必要かどうかに基づいて、アクセスをフィルタリングし
ます (オプションまたは必須)

文字列

最小スケーリングサイズに基づいて、アクセスをフィルタリ
autoscaling:MinSize ングします

数値

リソースにアタッチされているタグの値に基づいて、アクセ
autoscaling:ResourceTag/
スをフィルタリングします。
${TagKey}

文字列

インスタンスに関連付けられたスポット価格に基づいて、ア
autoscaling:SpotPriceクセスをフィルタリングします

数値

ターゲットグループの ARN に基づいて、アクセスをフィル
autoscaling:TargetGroupARNs
タリングします

ARN

VPC ゾーンの識別子に基づいて、アクセスをフィルタリング
autoscaling:VPCZoneIdentifiers
します

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストに関連付けられたタグ値に基づいて、アクセスを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクションを
フィルタリングします

文字列

リクエスト内の必須のタグの存在に基づいて作成リクエスト
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon EC2 Image Builder のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon EC2 Image Builder（サービスプレフィックス: imagebuilder）では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EC2 Image Builder で定義されるアクション (p. 757)
• Amazon EC2 Image Builder で定義されるリソースタイプ (p. 764)
• Amazon EC2 Image Builder の条件キー (p. 764)

Amazon EC2 Image Builder で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

イメージの作成をキャンセルす
CancelImageCreation
る許可を付与

書き込み

image* (p. 764)

新しいコンポーネントを作成す
CreateComponentる許可を付与

書き込み

component* (p. 764)

依存アク
ション

iam:CreateServiceLinkedR

imagebuilder:TagResourc
kms:Encrypt
kms:GenerateDataKey

kms:GenerateDataKeyWit
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

kmsKey (p. 764)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
新しいコンテナレシピを作成す
CreateContainerRecipe
る許可を付与

書き込み

containerRecipe* (p. 764) ecr:DescribeImages
ecr:DescribeRepositories

iam:CreateServiceLinkedR

imagebuilder:GetCompon
imagebuilder:GetImage

imagebuilder:TagResourc
kms:Encrypt
kms:GenerateDataKey

kms:GenerateDataKeyWit
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
新しいディストリビューション
CreateDistributionConfiguration
設定を作成する許可を付与

書き込み

distributionConfiguration* (p.
iam:CreateServiceLinkedR
764)

imagebuilder:TagResourc
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)

CreateImage

新しいイメージを作成する許可
を付与

書き込み

image* (p. 764)

iam:CreateServiceLinkedR

imagebuilder:GetContaine

imagebuilder:GetDistributi

imagebuilder:GetImageRe

imagebuilder:GetInfrastruc

imagebuilder:TagResourc
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
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アクション

説明

新しいイメージパイプラインを
CreateImagePipeline
作成する許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR

imagePipeline* (p. 764)

imagebuilder:GetContaine

imagebuilder:GetImageRe

imagebuilder:TagResourc
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
新しいイメージレシピを作成す
CreateImageRecipe
る許可を付与

書き込み

imageRecipe* (p. 764)

ec2:DescribeImages

iam:CreateServiceLinkedR

imagebuilder:GetCompon
imagebuilder:GetImage

imagebuilder:TagResourc
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
新しいインフラストラクチャ設
CreateInfrastructureConfiguration
定を作成する許可を付与

書き込み

infrastructureConfiguration*iam:CreateServiceLinkedR
(p. 764)
iam:PassRole

imagebuilder:TagResourc
sns:Publish
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)

imagebuilder:CreatedResourceTagKeys
imagebuilder:CreatedResourceTag/
<key> (p. 765)

imagebuilder:Ec2MetadataHttpTokens (
imagebuilder:StatusTopicArn (p. 765)
コンポーネントを削除する許可
DeleteComponentを付与

書き込み

component* (p. 764)

コンテナレシピを削除する権限
DeleteContainerRecipe
を付与します。

書き込み

containerRecipe* (p. 764)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ディストリビューション設定を
DeleteDistributionConfiguration
削除する許可を付与

書き込み

distributionConfiguration* (p. 764)

DeleteImage

イメージを削除する許可を付与

書き込み

image* (p. 764)

イメージパイプラインを削除す
DeleteImagePipeline
る許可を付与

書き込み

imagePipeline* (p. 764)

イメージレシピを削除する許可
DeleteImageRecipe
を付与。

書き込み

imageRecipe* (p. 764)

インフラストラクチャ設定を削
DeleteInfrastructureConfiguration
除する許可を付与

書き込み

infrastructureConfiguration* (p. 764)

コンポーネントの詳細を表示す
る許可を付与

読み込み

component* (p. 764)

コンポーネントに関連付けられ
GetComponentPolicy
ているリソースポリシーを表示
する許可を付与

読み込み

component* (p. 764)

コンテナレシピの詳細を表示す
GetContainerRecipe
る許可を付与

読み込み

containerRecipe* (p. 764)

コンテナレシピに関連付けられ
GetContainerRecipePolicy
ているリソースポリシーを表示
する許可を付与

読み込み

containerRecipe* (p. 764)

ディストリビューション設定の
GetDistributionConfiguration
詳細を表示する許可を付与

読み込み

distributionConfiguration* (p. 764)

GetImage

イメージの詳細を表示する許可
を付与

読み込み

image* (p. 764)

イメージパイプラインの詳細を
GetImagePipeline表示する許可を付与

読み込み

imagePipeline* (p. 764)

イメージに関連付けられている
GetImagePolicy リソースポリシーを表示する許
可を付与

読み込み

image* (p. 764)

イメージレシピの詳細を表示す
GetImageRecipe る許可を付与

読み込み

imageRecipe* (p. 764)

イメージレシピに関連付けられ
GetImageRecipePolicy
ているリソースポリシーを表示
する許可を付与

読み込み

imageRecipe* (p. 764)

インフラストラクチャ設定の詳
GetInfrastructureConfiguration
細を表示する許可を付与

読み込み

infrastructureConfiguration* (p. 764)

GetComponent
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アクション

説明

新しいコンポーネントをイン
ImportComponentポートする許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR

component* (p. 764)

imagebuilder:TagResourc
kms:Encrypt
kms:GenerateDataKey

kms:GenerateDataKeyWit
kmsKey (p. 764)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)
画像をインポートする許可を付
ImportVmImage 与します

書き込み

image* (p. 764)

ec2:DescribeImportImage

iam:CreateServiceLinkedR
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)

アカウントのコンポーネントビ
ListComponentBuildVersions
ルドバージョンを一覧表示する
許可を付与

リスト

アカウントが所有する、または
ListComponents アカウントと共有するコンポー
ネントバージョンを一覧表示す
る許可を付与

リスト

アカウントが所有するかアカウ
ListContainerRecipes
ントと共有するコンテナレシピ
を一覧表示する許可を付与

リスト

アカウントのディストリビュー
ListDistributionConfigurations
ション設定を一覧表示する許可
を付与

リスト

アカウントのイメージビルド
ListImageBuildVersions
バージョンを一覧表示する許可
を付与

リスト

imageVersion* (p. 764)

指定したイメージにインストー
ListImagePackages
ルされているパッケージのリス
トを返すアクセス許可を付与し
ます

リスト

image* (p. 764)

指定されたパイプラインによっ
ListImagePipelineImages
て作成されたイメージのリスト
を返すアクセス許可を付与しま
す

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントのイメージパイプラ
ListImagePipelinesインを一覧表示する許可を付与

リスト

アカウントが所有する、または
ListImageRecipesアカウントと共有するイメージ
レシピを一覧表示する許可を付
与

リスト

ListImages

アカウントが所有する、または
アカウントと共有するイメージ
バージョンを一覧表示する許可
を付与

リスト

アカウントのインフラストラク
ListInfrastructureConfigurations
チャ設定を一覧表示する許可を
付与

リスト

Image Builder リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

component (p. 764)
distributionConfiguration (p. 764)
image (p. 764)
imagePipeline (p. 764)
imageRecipe (p. 764)
infrastructureConfiguration (p. 764)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

コンポーネントに関連付けられ
PutComponentPolicy
ているリソースポリシーを設定
する許可を付与

Permissions component* (p. 764)
management

コンテナレシピに関連付けられ
PutContainerRecipePolicy
ているリソースポリシーを設定
する許可を付与

Permissions containerRecipe* (p. 764)
management

イメージに関連付けられたリ
PutImagePolicy ソースポリシーを設定する許可
を付与

Permissions image* (p. 764)
management

イメージレシピに関連付けられ
PutImageRecipePolicy
ているリソースポリシーを設定
する許可を付与

Permissions imageRecipe* (p. 764)
management

パイプラインから新しいイメー
StartImagePipelineExecution
ジを作成する許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

Image Builder リソースにタグを
付けるアクセス許可を付与しま
す

imagePipeline* (p. 764)

iam:CreateServiceLinkedR

imagebuilder:GetImagePip
component (p. 764)
containerRecipe (p. 764)
distributionConfiguration (p. 764)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

image (p. 764)
imagePipeline (p. 764)
imageRecipe (p. 764)
infrastructureConfiguration (p. 764)
aws:TagKeys (p. 765)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)
Image Builder リソースのタグを
UntagResource 解除する許可を付与

タグ付け

component (p. 764)
containerRecipe (p. 764)
distributionConfiguration (p. 764)
image (p. 764)
imagePipeline (p. 764)
imageRecipe (p. 764)
infrastructureConfiguration (p. 764)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)
aws:TagKeys (p. 765)

既存のディストリビューション
UpdateDistributionConfiguration
設定を更新する許可を付与

書き込み

distributionConfiguration* (p. 764)

既存のイメージパイプラインを
UpdateImagePipeline
更新する許可を付与

書き込み

imagePipeline* (p. 764)

既存のインフラストラクチャ設
UpdateInfrastructureConfiguration
定を更新する許可を付与

書き込み

infrastructureConfiguration*iam:PassRole
(p. 764)
sns:Publish
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

imagebuilder:CreatedResourceTagKeys
imagebuilder:CreatedResourceTag/
<key> (p. 765)

imagebuilder:Ec2MetadataHttpTokens (
imagebuilder:StatusTopicArn (p. 765)
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Amazon EC2 Image Builder で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 757)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

component

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:
${Account}:component/${ComponentName}/
${ComponentVersion}/${ComponentBuildVersion}

arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:
componentVersion${Account}:component/${ComponentName}/
${ComponentVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:
distributionConfiguration
${Account}:distribution-configuration/
${DistributionConfigurationName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

image

arn:${Partition}:imagebuilder:
${Region}:${Account}:image/${ImageName}/
${ImageVersion}/${ImageBuildVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

imageVersion

arn:${Partition}:imagebuilder:
${Region}:${Account}:image/${ImageName}/
${ImageVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

imageRecipe

arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:
${Account}:image-recipe/${ImageRecipeName}/
${ImageRecipeVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

arn:${Partition}:imagebuilder:
containerRecipe ${Region}:${Account}:containerrecipe/${ContainerRecipeName}/
${ContainerRecipeVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

imagePipeline

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

arn:${Partition}:imagebuilder:
${Region}:${Account}:image-pipeline/
${ImagePipelineName}

arn:${Partition}:imagebuilder:${Region}:
infrastructureConfiguration
${Account}:infrastructure-configuration/
${ResourceId}
kmsKey

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 765)

arn:${Partition}:kms:${Region}:
${Account}:key/${KeyId}

Amazon EC2 Image Builder の条件キー
Amazon EC2 Image Builder では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Image Builder によって作成されたリソースにアタッチされた
imagebuilder:CreatedResourceTag/
タグキーと値のペアによってアクセスをフィルタリングしま
<key>
す

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
imagebuilder:CreatedResourceTagKeys
フィルタリング

ArrayOfString

リクエストで指定された EC2 インスタンスメタデータの
imagebuilder:Ec2MetadataHttpTokens
HTTP トークンの要件により、アクセスをフィルタリングし
ます

文字列

ターミナル状態通知が発行されるリクエスト内の SNS トピッ 文字列
imagebuilder:StatusTopicArn
ク Arn により、アクセスをフィルタリングします

Amazon EC2 Instance Connect のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon EC2 Instance Connect（サービスプレフィックス: ec2-instance-connect）では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EC2 Instance Connect で定義されるアクション (p. 765)
• Amazon EC2 Instance Connect で定義されるリソースタイプ (p. 766)
• Amazon EC2 Instance Connect の条件キー (p. 766)

Amazon EC2 Instance Connect で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

標準 SSH に使用するための指定
SendSSHPublicKey
された EC2 インスタンスに SSH
公開キーをプッシュするアクセ
ス権限を付与します。

Write

シリアルコンソールの SSH で使
SendSerialConsoleSSHPublicKey
用するための指定された EC2 イ
ンスタンスに SSH 公開キーを
プッシュするアクセス権限を付
与します。

Write

依存アク
ション

instance* (p. 766)
ec2:osuser (p. 767)
instance* (p. 766)

Amazon EC2 Instance Connect で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 765)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

instance

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 767)

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}

ec2:ResourceTag/
${TagKey} (p. 767)

Amazon EC2 Instance Connect の条件キー
Amazon EC2 Instance Connect Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

ec2:ResourceTag/
${TagKey}

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

ec2:osuser

インスタンスの起動に使用した AMI のデフォルトユーザー名
を指定して、アクセスをフィルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

AWS Elastic Beanstalk のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Elastic Beanstalk (サービスプレフィックス: elasticbeanstalk) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elastic Beanstalk で定義されるアクション (p. 767)
• AWS Elastic Beanstalk で定義されるリソースタイプ (p. 773)
• AWS Elastic Beanstalk の条件キー (p. 773)

AWS Elastic Beanstalk で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

進行中の環境設定の更新または
AbortEnvironmentUpdate
アプリケーションバージョンの
デプロイをキャンセルする許可
を付与
AddTags

書き込み

Elastic Beanstalk リソースにタグ タグ付け
を追加する許可とタグ値を更新
する許可を付与

依存アク
ション

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

application (p. 773)
applicationversion (p. 773)
configurationtemplate (p. 773)
environment (p. 773)
platform (p. 773)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)

スケジュールされたマネージド
ApplyEnvironmentManagedAction
アクションを即時に適用する許
可を付与

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

オペレーションロールを環境に
AssociateEnvironmentOperationsRole
関連付けるアクセス許可を付与

書き込み

environment* (p. 773)

CNAME の可用性を確認する許可 読み込み
CheckDNSAvailability
を付与
それぞれが 1 つのアプリケー
ComposeEnvironments
ションの別々のコンポーネント
を実行する環境のグループを作
成または更新する許可を付与

書き込み

新しいアプリケーションを作成
CreateApplication する許可を付与

書き込み

application* (p. 773)
applicationversion*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
application* (p. 773)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)

アプリケーションのアプリケー
CreateApplicationVersion
ションバージョンを作成する許
可を付与

書き込み

application* (p. 773)
applicationversion*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)

設定テンプレートを作成する許
CreateConfigurationTemplate
可を付与

書き込み

configurationtemplate*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

elasticbeanstalk:FromApplication (p. 77

elasticbeanstalk:FromApplicationVersio

768

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elastic Beanstalk

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

elasticbeanstalk:FromConfigurationTem

elasticbeanstalk:FromEnvironment (p. 7
elasticbeanstalk:FromSolutionStack (p.
elasticbeanstalk:FromPlatform (p. 774)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)
アプリケーションの環境を起動
CreateEnvironment
する許可を付与

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

elasticbeanstalk:FromApplicationVersio

elasticbeanstalk:FromConfigurationTem
elasticbeanstalk:FromSolutionStack (p.
elasticbeanstalk:FromPlatform (p. 774)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)
カスタムプラットフォームの新
CreatePlatformVersion
しいバージョンを作成する許可
を付与

書き込み

platform* (p. 773)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)

このアカウント用に Amazon S3
CreateStorageLocation
ストレージの場所を作成する許
可を付与

書き込み

関連付けられているすべての
DeleteApplication バージョンと設定とともにアプ
リケーションを削除する許可を
付与

書き込み

application* (p. 773)

アプリケーションからアプリ
DeleteApplicationVersion
ケーションバージョンを削除す
る許可を付与

書き込み

applicationversion*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

設定テンプレートを削除する許
DeleteConfigurationTemplate
可を付与

書き込み

configurationtemplate*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

実行中の環境に関連付けられて
DeleteEnvironmentConfiguration
いるドラフト設定を削除する許
可を付与

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

カスタムプラットフォームの
DeletePlatformVersion
バージョンを削除する許可を付
与

書き込み

platform* (p. 773)

アカウント属性 (リソースクォー
DescribeAccountAttributes
タなど) のリストを取得する許可
を付与

読み込み

AWS Elastic Beanstalk ストレー
DescribeApplicationVersions
ジバケットに保存されているア
プリケーションバージョンのリ
ストを取得する許可を付与

リスト

applicationversion
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

既存のアプリケーションの説明
DescribeApplications
を取得する許可を付与

リスト

application (p. 773)

環境設定オプションの説明を取
DescribeConfigurationOptions
得する許可を付与

読み込み

configurationtemplate
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)
solutionstack (p. 773)

設定セットの設定の説明を取得
DescribeConfigurationSettings
する許可を付与

読み込み

configurationtemplate
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

環境の全体的な状態に関する情
DescribeEnvironmentHealth
報を取得する許可を付与

読み込み

environment (p. 773)

環境の完了済みおよび失敗した
DescribeEnvironmentManagedActionHistory
マネージドアクションのリスト
を取得する許可を付与

読み込み

environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

環境の今後および進行中のマ
DescribeEnvironmentManagedActions
ネージドアクションのリストを
取得する許可を付与

読み込み

environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

環境の AWS リソースのリストを
DescribeEnvironmentResources
取得する許可を付与

読み込み

environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

既存の環境の説明を取得する許
DescribeEnvironments
可を付与

リスト

environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

一連の条件に一致するイベント
DescribeEvents の説明のリストを取得する許可
を付与

読み込み

application (p. 773)

environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

applicationversion
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
configurationtemplate
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

環境インスタンスのヘルスに関
DescribeInstancesHealth
する詳細情報を取得する許可を
付与

読み込み

environment (p. 773)

プラットフォームバージョンの
DescribePlatformVersion
説明を取得する許可を付与

読み込み

platform (p. 773)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オペレーションロールと環境と
DisassociateEnvironmentOperationsRole
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

environment* (p. 773)

使用できるソリューションス
ListAvailableSolutionStacks
タック名のリストを取得する許
可を付与

リスト

solutionstack (p. 773)

使用できるプラットフォームブ
ListPlatformBranches
ランチのリストを取得する許可
を付与

リスト

使用できるプラットフォームの
ListPlatformVersions
リストを取得する許可を付与

リスト

Elastic Beanstalk リソースのタグ 読み込み
ListTagsForResource
のリストを取得する許可を付与

依存アク
ション

platform (p. 773)
application (p. 773)
applicationversion (p. 773)
configurationtemplate (p. 773)
environment (p. 773)
platform (p. 773)

拡張ヘルスに関するインスタン
PutInstanceStatistics
ス統計を送信する許可を付与

書き込み

環境のすべての AWS リソースを
RebuildEnvironment
削除して再作成し、強制的に再
起動する許可を付与

書き込み

RemoveTags

application* (p. 773)
environment* (p. 773)

Elastic Beanstalk リソースからタ タグ付け
グを削除する許可を付与

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

application (p. 773)
applicationversion (p. 773)
configurationtemplate (p. 773)
environment (p. 773)
platform (p. 773)
aws:TagKeys (p. 774)

デプロイ済み環境の情報をコン
RequestEnvironmentInfo
パイルするリクエストを開始す
る許可を付与

読み込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

各 Amazon EC2 インスタンスで
RestartAppServer実行されているアプリケーショ
ンコンテナサーバーを再起動す
るように環境にリクエストする
許可を付与

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

RequestEnvironmentInfo リクエ
RetrieveEnvironmentInfo
ストからコンパイル済み情報を
取得する許可を付与

読み込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

2 つの環境の CNAME をスワッ
SwapEnvironmentCNAMEs
プする許可を付与

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

環境を終了する許可を付与
TerminateEnvironment

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

指定されたプロパティでアプリ
UpdateApplicationケーションを更新する許可を付
与

書き込み

application* (p. 773)

アプリケーションに関連付けら
UpdateApplicationResourceLifecycle
れているアプリケーションバー
ジョンライフサイクルポリシー
を更新する許可を付与

書き込み

application* (p. 773)

指定されたプロパティでアプリ
UpdateApplicationVersion
ケーションバージョンを更新す
る許可を付与

書き込み

applicationversion*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

設定テンプレートを指定された
UpdateConfigurationTemplate
プロパティまたは設定オプショ
ン値で更新する許可を付与

書き込み

configurationtemplate*
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

elasticbeanstalk:FromEnvironment (p. 7

elasticbeanstalk:FromApplication (p. 77

elasticbeanstalk:FromApplicationVersio

elasticbeanstalk:FromConfigurationTem

elasticbeanstalk:FromEnvironment (p. 7
elasticbeanstalk:FromSolutionStack (p.
elasticbeanstalk:FromPlatform (p. 774)
環境を更新する許可を付与
UpdateEnvironment

書き込み

environment* elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)

elasticbeanstalk:FromApplicationVersio

elasticbeanstalk:FromConfigurationTem
elasticbeanstalk:FromSolutionStack (p.
elasticbeanstalk:FromPlatform (p. 774)
Elastic Beanstalk リソースにタグ タグ付け
UpdateTagsForResource
を追加し、タグ値を更新する許
可を付与

application (p. 773)
applicationversion (p. 773)
configurationtemplate (p. 773)
environment (p. 773)
platform (p. 773)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 774)
aws:TagKeys (p. 774)
設定テンプレートまたは環境の
ValidateConfigurationSettings
一連の構成設定の有効性を確認
する許可を付与

読み込み

configurationtemplate
elasticbeanstalk:InApplication
(p. 773)
(p. 774)
environment (p.
elasticbeanstalk:InApplication
773)
(p. 774)

AWS Elastic Beanstalk で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 767)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

application

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 774)

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationName}

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:
applicationversion${Region}:${Account}:applicationversion/
${ApplicationName}/${VersionLabel}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 774)

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:
configurationtemplate
${Region}:${Account}:configurationtemplate/
${ApplicationName}/${TemplateName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 774)

environment

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 774)

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:${Region}:
${Account}:environment/${ApplicationName}/
${EnvironmentName}

solutionstack

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:
${Region}::solutionstack/
${SolutionStackName}

platform

arn:${Partition}:elasticbeanstalk:
${Region}::platform/
${PlatformNameWithVersion}

elasticbeanstalk:InApplication (p. 774)

elasticbeanstalk:InApplication (p. 774)

elasticbeanstalk:InApplication (p. 774)

AWS Elastic Beanstalk の条件キー
AWS Elastic Beanstalk では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

入力パラメータで依存関係または制約として指定されたアプ
elasticbeanstalk:FromApplication
リケーションでアクセスをフィルター

ARN

入力パラメータで依存関係または制約として指定されたアプ
elasticbeanstalk:FromApplicationVersion
リケーションバージョンでアクセスをフィルター

ARN

入力パラメータで依存関係または制約として指定された設定
elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate
テンプレートでアクセスをフィルター

ARN

入力パラメータで依存関係または制約として指定された環境
elasticbeanstalk:FromEnvironment
でアクセスをフィルター

ARN

入力パラメータで依存関係または制約として指定されたプ
elasticbeanstalk:FromPlatform
ラットフォームでアクセスをフィルター

ARN

入力パラメータで依存関係または制約として指定されたソ
elasticbeanstalk:FromSolutionStack
リューションスタックでアクセスをフィルター

ARN

アクションの実行対象のリソースが含まれるアプリケーショ
elasticbeanstalk:InApplication
ンでアクセスをフィルター

ARN

Amazon Elastic Block Store のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Elastic Block Store（サービスプレフィックス: ebs）では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Block Store で定義されるアクション (p. 775)
• Amazon Elastic Block Store で定義されるリソースタイプ (p. 776)
• Amazon Elastic Block Store の条件キー (p. 776)
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Amazon Elastic Block Store で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

必要なデータのブロックがすべ
CompleteSnapshot
て書き込まれた後に、スナップ
ショットを封印、完了するため
のアクセス許可を付与する

書き込み

Amazon Elastic Block Store
GetSnapshotBlock(EBS) スナップショット内のブ
ロックのデータを返すアクセス
許可を付与します。

Read

同じボリューム/スナップショッ
ListChangedBlocks
ト系列の 2 つの Amazon Elastic
Block Store (EBS) スナップ
ショット間で異なるブロックを
一覧表示する許可を付与。

読み取り

Amazon Elastic Block Store
ListSnapshotBlocks
(EBS) スナップショット内のブ
ロックを一覧表示するためのア
クセス許可を付与する

読み取り

StartSnapshot オペレーション
PutSnapshotBlockによって作成されたスナップ
ショットにデータのブロックを
書き込むためのアクセス許可を
付与する

書き込み

StartSnapshot

書き込み

新しい EBS スナップショットを
作成するためのアクセス許可を
付与する

依存アク
ション

snapshot* (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
snapshot* (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
snapshot* (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
snapshot* (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
snapshot* (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
snapshot (p. 776)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
aws:TagKeys (p. 776)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ebs:Description (p. 777)
ebs:ParentSnapshot (p. 777)
ebs:VolumeSize (p. 777)

Amazon Elastic Block Store で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 775)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

snapshot

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 776)

arn:${Partition}:ec2:${Region}::snapshot/
${SnapshotId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 776)
aws:TagKeys (p. 776)
ebs:Description (p. 777)
ebs:ParentSnapshot (p. 777)
ebs:VolumeSize (p. 777)

Amazon Elastic Block Store の条件キー
Amazon Elastic Block Store では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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条件キー

説明

タイプ

ebs:Description

作成中のスナップショットの内容に基づきアクセスをフィル
タリングする

文字列

親スナップショットの ID によってアクセスをフィルタリング
ebs:ParentSnapshot する

文字列

ebs:VolumeSize

数値

作成中のスナップショットのボリュームのサイズ (GiB 単位)
でアクセスをフィルタリングする

Amazon Elastic Container Registry のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Elastic Container Registry (サービスプレフィックス: ecr) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Container Registry で定義されるアクション (p. 777)
• Amazon Elastic Container Registry で定義されるリソースタイプ (p. 781)
• Amazon Elastic Container Registry の条件キー (p. 781)

Amazon Elastic Container Registry で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

777

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Elastic Container Registry

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたレジストリとリポジ
BatchCheckLayerAvailability
トリの複数のイメージレイヤー
の可用性を確認する許可を付
与。

読み込み

repository* (p. 781)

指定したリポジトリ内の指定し
BatchDeleteImageたイメージのリストを削除する
許可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

指定したリポジトリ内の指定し
BatchGetImage たイメージの詳細情報を取得す
る許可を付与。

読み込み

repository* (p. 781)

リポジトリのリストのリポジト
BatchGetRepositoryScanningConfiguration
リスキャン設定を取得するアク
セス許可を付与

読み込み

repository* (p. 781)

アップストリームレジストリか
BatchImportUpstreamImage
らイメージを取得し、プライ
ベートレジストリにインポート
するアクセス許可を付与

書き込み

指定されたレジストリ、リポジ
CompleteLayerUpload
トリ名、およびアップロード ID
のイメージレイヤーアップロー
ドが完了したことを Amazon
ECR に通知する許可を付与。

書き込み

新しいプルスルーキャッシュ
CreatePullThroughCacheRule
ルールを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

イメージレポジトリを作成する
CreateRepository 許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

repository* (p. 781)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 781)
aws:TagKeys (p. 781)

指定したライフサイクルポリ
DeleteLifecyclePolicy
シーを削除する許可を付与。

書き込み

プルスルーキャッシュルールを
DeletePullThroughCacheRule
削除するアクセス許可を付与

書き込み

レジストリポリシーを削除する
DeleteRegistryPolicy
アクセス許可を付与

経営へのア
クセス権

既存のイメージリポジトリを削
DeleteRepository 除する許可を付与。

書き込み

指定したリポジトリからリポジ
DeleteRepositoryPolicy
トリポリシーを削除する許可を
付与。

経営へのア repository* (p. 781)
クセス権

レジストリ内のイメージに関す
DescribeImageReplicationStatus
るレプリケーションステータス
(レプリケーションが失敗した場

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

合の失敗の理由を含む) を取得す
る許可を付与
指定したイメージのイメージス
DescribeImageScanFindings
キャンの結果を記述する許可を
付与。

読み込み

repository* (p. 781)

リポジトリ内のイメージに関す
DescribeImages るメタデータ (例: イメージサイ
ズ、イメージタグ、作成日) を取
得する許可を付与。

リスト

repository* (p. 781)

プルスルーキャッシュルールを
DescribePullThroughCacheRules
記述するアクセス許可を付与

リスト

レジストリ設定を記述するアク
DescribeRegistry セス許可を付与

読み込み

レジストリ内のイメージリポジ
DescribeRepositories
トリを記述する許可を付与。

読み込み

指定したレジストリに対して有
GetAuthorizationToken
効なトークンを 12 時間取得する
許可を付与。

読み込み

イメージレイヤーに対応するダ
GetDownloadUrlForLayer
ウンロード URL を取得する許可
を付与。

読み込み

repository* (p. 781)

指定されたライフサイクルポリ
GetLifecyclePolicyシーを取得する許可を付与。

読み込み

repository* (p. 781)

指定されたライフサイクルポリ
GetLifecyclePolicyPreview
シーのプレビューリクエストの
結果を取得する許可を付与。

読み込み

repository* (p. 781)

レジストリポリシーを取得する
GetRegistryPolicyアクセス許可を付与

読み込み

レジストリスキャン設定を取得
GetRegistryScanningConfiguration
するアクセス許可を付与

読み込み

指定したリポジトリのリポジト
GetRepositoryPolicy
リポリシーを取得する許可を付
与。

読み込み

repository* (p. 781)

イメージレイヤーのアップロー
書き込み
InitiateLayerUpload
ドを予定していることを Amazon
ECR に通知する許可を付与。

repository* (p. 781)

ListImages

リスト

repository* (p. 781)

読み込み

repository* (p. 781)

特定のリポジトリのすべてのイ
メージ ID を一覧表示する許可を
付与。

Amazon ECR リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 781)
aws:TagKeys (p. 781)
PutImage

イメージに関連付けられたイ
メージマニフェストを作成また
は更新する許可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

リポジトリのイメージスキャン
PutImageScanningConfiguration
設定を更新する許可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

リポジトリのイメージタグの変
PutImageTagMutability
更可能性を更新する許可を付
与。

書き込み

repository* (p. 781)

ライフサイクルポリシーを作成
PutLifecyclePolicyまたは更新する許可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

レジストリポリシーを更新する
PutRegistryPolicy アクセス許可を付与

経営へのア
クセス権

レジストリスキャン設定を更新
PutRegistryScanningConfiguration
するアクセス許可を付与

書き込み

レジストリのレプリケーション
PutReplicationConfiguration
設定を更新する許可を付与

書き込み

イメージをレプリケート先レジ
ReplicateImage ストリにレプリケートするアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み

指定したリポジトリにリポジト
SetRepositoryPolicy
リポリシーを適用してアクセス
権限を制御する許可を付与。

Permissions repository* (p. 781)
management

イメージスキャンを開始する許
StartImageScan 可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

指定したライフサイクルポリ
StartLifecyclePolicyPreview
シーのプレビューを開始する許
可を付与。

書き込み

repository* (p. 781)

TagResource

タグ付け

repository* (p. 781)

Amazon ECR リソースにタグを
付けるアクセス許可を付与

repository* (p. 781)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 781)
aws:TagKeys (p. 781)

Amazon ECR リソースのタグを
UntagResource 解除する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 781)
aws:TagKeys (p. 781)
イメージレイヤー部分を Amazon 書き込み
UploadLayerPart ECR にアップロードする許可を
付与。

repository* (p. 781)

Amazon Elastic Container Registry で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 777)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

repository

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 781)

arn:${Partition}:ecr:${Region}:
${Account}:repository/${RepositoryName}

ecr:ResourceTag/
${TagKey} (p. 781)

Amazon Elastic Container Registry の条件キー
Amazon Elastic Container Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

ecr:ResourceTag/
${TagKey}

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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Amazon Elastic Container Registry Public のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Elastic Container Registry Public (サービスプレフィックス: ecr-public) では、IAM アクセス許
可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Container Registry Public で定義されるアクション (p. 782)
• Amazon Elastic Container Registry Public で定義されるリソースタイプ (p. 784)
• Amazon Elastic Container Registry Public の条件キー (p. 785)

Amazon Elastic Container Registry Public で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたレジストリとリポジ
BatchCheckLayerAvailability
トリの複数のイメージレイヤー
の可用性を確認する許可を付
与。

読み込み

repository* (p. 784)

指定したリポジトリ内の指定し
BatchDeleteImageたイメージのリストを削除する
許可を付与。

書き込み

repository* (p. 784)

指定されたレジストリ、リポジ
CompleteLayerUpload
トリ名、およびアップロード ID

書き込み

repository* (p. 784)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

のイメージレイヤーアップロー
ドが完了したことを Amazon
ECR に通知する許可を付与。
イメージレポジトリを作成する
CreateRepository 許可を付与。

書き込み

repository* (p. 784)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 785)
aws:TagKeys (p. 785)

既存のイメージリポジトリを削
DeleteRepository 除する許可を付与。

書き込み

repository* (p. 784)

指定したリポジトリからリポジ
DeleteRepositoryPolicy
トリポリシーを削除する許可を
付与。

書き込み

repository* (p. 784)

所与のリポジトリのすべてのイ
DescribeImageTags
メージ ID を一覧表示する権限を
付与します。

リスト

repository* (p. 784)

リポジトリ内のイメージに関す
DescribeImages るメタデータ (例: イメージサイ
ズ、イメージタグ、作成日) を取
得する許可を付与。

読み込み

repository* (p. 784)

レジストリに関連付けられたカ
DescribeRegistriesタログデータを取得する権限を
付与します

リスト

registry* (p. 784)

レジストリ内のイメージリポジ
DescribeRepositories
トリを記述する許可を付与。

リスト

repository (p. 784)

指定したレジストリに対して有
GetAuthorizationToken
効なトークンを 12 時間取得する
許可を付与。

読み込み

レジストリに関連付けられたカ
GetRegistryCatalogData
タログデータを取得する権限を
付与します

読み込み

registry* (p. 784)

リポジトリに関連付けられたカ
GetRepositoryCatalogData
タログデータを取得する権限を
付与します

読み込み

repository* (p. 784)

指定したリポジトリのリポジト
GetRepositoryPolicy
リポリシーを取得する許可を付
与。

読み込み

repository* (p. 784)

イメージレイヤーのアップロー
書き込み
InitiateLayerUpload
ドを予定していることを Amazon
ECR に通知する許可を付与。

repository* (p. 784)

Amazon ECR リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示する許可を付与。

repository* (p. 784)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutImage

イメージに関連付けられたイ
メージマニフェストを作成また
は更新する許可を付与。

書き込み

repository* (p. 784)

レジストリに関連付けられたカ
PutRegistryCatalogData
タログデータを作成および更新
する権限を付与します

書き込み

registry* (p. 784)

リポジトリに関連付けられたカ
PutRepositoryCatalogData
タログデータを更新する権限を
付与します

書き込み

repository* (p. 784)

指定したリポジトリにリポジト
SetRepositoryPolicy
リポリシーを適用してアクセス
権限を制御する許可を付与。

Permissions repository* (p. 784)
management

TagResource

タグ付け

Amazon ECR リソースにタグを
付けるアクセス許可を付与しま
す。

依存アク
ション

repository* (p. 784)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 785)
aws:TagKeys (p. 785)

Amazon ECR リソースのタグを
UntagResource 解除する許可を付与。

タグ付け

repository* (p. 784)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 785)
aws:TagKeys (p. 785)

イメージレイヤー部分を Amazon 書き込み
UploadLayerPart ECR にアップロードする権限を
付与します

repository* (p. 784)

Amazon Elastic Container Registry Public で定義されるリソース
タイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 782)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

repository

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 785)

arn:${Partition}:ecr-public::
${Account}:repository/${RepositoryName}

ecr-public:ResourceTag/
${TagKey} (p. 785)
registry

arn:${Partition}:ecr-public::
${Account}:registry/${RegistryId}
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Amazon Elastic Container Registry Public の条件キー
Amazon Elastic Container Registry Public では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条
件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り
込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいて作成リクエス
トをフィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内の必須のタグの存在に基づいて作成リクエスト
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

ecrリソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
public:ResourceTag/ ションをフィルタリングします。
${TagKey}

文字列

Amazon Elastic Container Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Elastic Container Service (サービスプレフィックス: ecs) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Container Service で定義されるアクション (p. 785)
• Amazon Elastic Container Service で定義されるリソースタイプ (p. 793)
• Amazon Elastic Container Service の条件キー (p. 794)

Amazon Elastic Container Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しいキャパシティプロバイ
CreateCapacityProvider
ダーを作成するためのアクセス
許可を付与 キャパシティープロ
バイダーは Amazon ECS クラ
スターに関連付けられ、クラス
ターの自動スケーリングを容易
にするキャパシティープロバイ
ダー戦略で使用されます

Write

CreateCluster

Write

新しい Amazon ECS クラスター
を作成するためのアクセス許可
を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

ecs:capacityprovider (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

CreateService

サービスの作成を通じて、指定
されたタスク定義から必要な数
のタスクを実行および管理する
ためのアクセス許可を付与

Write

service* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:capacityprovider (p. 794)
ecs:taskdefinition (p. 794)
ecs:enableexecutecommand (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

CreateTaskSet 新しい Amazon ECS タスクセッ
トを作成するためのアクセス許
可を付与

Write

ecs:cluster (p. 794)
ecs:capacityprovider (p. 794)
ecs:service (p. 794)
ecs:taskdefinition (p. 794)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アカウントの指定された IAM
Write
DeleteAccountSetting
ユーザー、IAM ロール、また
はルートユーザーについて、リ
ソースの ARN およびリソース ID
形式を変更するためのアクセス
許可を付与 作成される新しいリ
ソースに対して新しい ARN およ
びリソース ID 形式を無効にする
かどうかを指定できます
Amazon ECS リソースから 1 つ
DeleteAttributes または複数のカスタム属性を削
除するためのアクセス許可を付
与

Write

指定されたキャパシティプロバ
DeleteCapacityProvider
イダーを削除するためのアクセ
ス許可を付与

Write

capacityprovider* (p. 793)

DeleteCluster

指定されたクラスターを削除す
るためのアクセス許可を付与

Write

cluster* (p. 793)

DeleteService

クラスター内の指定されたサー
ビスを削除するためのアクセス
許可を付与

Write

service* (p. 793)

指定したタスクセットを削除す
るためのアクセス許可を付与

Write

DeleteTaskSet

containerinstance* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)

ecs:cluster (p. 794)
taskset* (p. 794)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:service (p. 794)

指定されたクラスターから
DeregisterContainerInstance
Amazon ECS コンテナインスタ
ンスを登録解除するためのアク
セス許可を付与

Write

ファミリーおよびリビジョンに
DeregisterTaskDefinition
よって指定されたタスク定義を
登録解除するためのアクセス許
可を付与

Write

1 つ以上の Amazon ECS キャパ
DescribeCapacityProviders
シティープロバイダーを説明す
る許可を付与

Read

capacityprovider* (p. 793)

1 つ以上のクラスターを記述する
DescribeClusters ためのアクセス許可を付与

Read

cluster* (p. 793)

Amazon ECS コンテナインスタ
DescribeContainerInstances
ンスを記述するためのアクセス
許可を付与

Read

containerinstance* (p. 793)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスターで実行されている指
DescribeServices 定されたサービスを記述するた
めのアクセス許可を付与

Read

依存アク
ション

service* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)

タスク定義を記述するためのア
Read
DescribeTaskDefinition
クセス許可を付与 ファミリーと
リビジョンを指定して、特定の
タスク定義に関する情報を検索
するか、ファミリーのみを指定
して、そのファミリーの最新の
ACTIVE リビジョンを検索できま
す
Amazon ECS タスクセットを記
DescribeTaskSets述するためのアクセス許可を付
与

Read

taskset* (p. 794)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:service (p. 794)

DescribeTasks

指定した 1 つまたは複数のタス
クを記述するためのアクセス許
可を付与

Read

Amazon ECS エージェントが更
DiscoverPollEndpoint
新をポーリングするためのエン
ドポイントを取得するためのア
クセス許可を付与

Write

Amazon ECS コンテナでリモー
ExecuteCommandトでコマンドを実行するための
アクセス許可を付与

Write

task* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)

cluster (p. 793)
task (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:containername (p. 794)
ecs:task (p. 794)

指定されたプリンシパルの
ListAccountSettings
Amazon ECS リソースのアカウ
ント設定を一覧表示するための
アクセス許可を付与

Read

ListAttributes

指定されたターゲットタイプ
およびクラスター内の Amazon
ECS リソースの属性を一覧表示
するためのアクセス許可を付与

リスト

ListClusters

既存のクラスターのリストを取
得するためのアクセス許可を付
与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたクラスター内のコン
ListContainerInstances
テナインスタンスのリストを取
得するためのアクセス許可を付
与

リスト

ListServices

リスト

指定されたクラスターで実行さ
れているサービスのリストを取
得するためのアクセス許可を付
与

指定されたリソースのタグのリ
ListTagsForResource
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

Read

依存アク
ション

cluster* (p. 793)

ecs:cluster (p. 794)

cluster (p. 793)
containerinstance (p. 793)
task (p. 793)
taskdefinition (p. 793)

アカウントに登録されているタ
ListTaskDefinitionFamilies
スク定義ファミリーのリストを
取得するためのアクセス許可を
付与 (ACTIVE タスク定義を持た
ないタスク定義ファミリーが含
まれる場合があります)。

リスト

アカウントに登録されているタ
ListTaskDefinitionsスク定義のリストを取得するた
めのアクセス許可を付与

リスト

ListTasks

指定したクラスターのタスクの
一覧を取得するためのアクセス
許可を付与

リスト

Amazon ECS サービスに接続し
てステータスを報告し、コマン
ドを取得するためのアクセス許
可をエージェントに付与

Write

Poll [アクセス
許可のみ]

アカウントの指定された IAM
PutAccountSettingユーザー、IAM ロール、また
はルートユーザーについて、リ
ソースの ARN およびリソース
ID 形式を変更するためのアクセ
ス許可を付与 作成される新しい
リソースに対して新しい ARN お
よびリソース ID 形式を有効にす
るかどうかを指定できます。こ
の設定の有効化は、リソースの
タグ付けなどの新しい Amazon
ECS 機能を使用するために必要
です
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

個々のアカウント設定が行われ
PutAccountSettingDefault
ていないアカウントのすべての
IAM ユーザーについて、リソー
スタイプの ARN およびリソース
ID 形式を変更するためのアクセ
ス許可を付与 この設定の有効化
は、リソースのタグ付けなどの
新しい Amazon ECS 機能を使用
するために必要です

Write

PutAttributes

Amazon ECS リソースで属性を
作成または更新するためのアク
セス許可を付与

Write

クラスターの使用可能なキャパ
PutClusterCapacityProviders
シティープロバイダーおよびデ
フォルトのキャパシティープロ
バイダー戦略を変更するための
アクセス許可を付与

Write

指定されたクラスターに EC2 イ
RegisterContainerInstance
ンスタンスを登録するためのア
クセス許可を付与

Write

依存アク
ション

containerinstance* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
capacityprovider* (p. 793)
ecs:capacityprovider (p. 794)
cluster* (p. 793)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

指定されたファミリーと
RegisterTaskDefinition
containerDefinitions から新しい
タスク定義を登録するためのア
クセス許可を付与

Write

RunTask

Write

ランダム配置とデフォルトの
Amazon ECS スケジューラを使
用してタスクを開始するための
アクセス許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)
taskdefinition* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:capacityprovider (p. 794)
ecs:enableexecutecommand (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

790

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Elastic Container Service

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartTask

指定された 1 つまたは複数のコ
ンテナインスタンスで、指定さ
れたタスク定義から新しいタス
クを開始するためのアクセス許
可を付与

Write

依存アク
ション

taskdefinition* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:containerinstances (p. 794)
ecs:enableexecutecommand (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
aws:TagKeys (p. 794)

テレメトリセッションを開始す
StartTelemetrySession
るためのアクセス許可を付与

Write

containerinstance* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)

StopTask

実行中のタスクを停止するため
のアクセス許可を付与

Write

アタッチメントの状態が変更さ
SubmitAttachmentStateChanges
れた旨の確認を送信するための
アクセス許可を付与

Write

cluster* (p. 793)

コンテナの状態が変更された旨
SubmitContainerStateChange
の確認を送信するためのアクセ
ス許可を付与

Write

cluster* (p. 793)

タスクの状態が変更された旨の
SubmitTaskStateChange
確認を送信するためのアクセス
許可を付与

Write

cluster* (p. 793)

TagResource

タグ付け

cluster (p. 793)

指定されたリソースにタグを付
けるアクセス許可を付与

task* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)

containerinstance (p. 793)
service (p. 793)
task (p. 793)
taskdefinition (p. 793)
aws:TagKeys (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

containerinstance (p. 793)
service (p. 793)
task (p. 793)
taskdefinition (p. 793)
aws:TagKeys (p. 794)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 794)
指定されたキャパシティープロ
UpdateCapacityProvider
バイダーを更新するためのアク
セス許可を付与

Write

capacityprovider* (p. 793)

UpdateCluster

クラスターで使用する構成また
は設定を変更するためのアクセ
ス許可を付与

Write

cluster* (p. 793)

クラスターで使用する設定を変
UpdateClusterSettings
更するためのアクセス許可を付
与

Write

cluster* (p. 793)

指定されたコンテナインスタン
UpdateContainerAgent
スの Amazon ECS コンテナエー
ジェントを更新するためのアク
セス許可を付与

Write

containerinstance* (p. 793)

Amazon ECS コンテナインスタ
UpdateContainerInstancesState
ンスのステータスを変更するた
めのアクセス許可をユーザーに
付与

Write

UpdateService

Write

サービスのパラメータを変更す
るためのアクセス許可を付与

ecs:cluster (p. 794)
containerinstance* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
service* (p. 793)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:capacityprovider (p. 794)
ecs:enableexecutecommand (p. 794)
ecs:taskdefinition (p. 794)

サービスで使用されるプライマ
UpdateServicePrimaryTaskSet
リタスクセットを変更するため
のアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateTaskSet

指定されたタスクセットを更新
するためのアクセス許可を付与

Write

依存アク
ション

taskset* (p. 794)
ecs:cluster (p. 794)
ecs:service (p. 794)

Amazon Elastic Container Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 785)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterName}

ecs:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)
containerinstance

service

task

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:container-instance/
${ClusterName}/${ContainerInstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:service/${ClusterName}/
${ServiceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:task/${ClusterName}/${TaskId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

ecs:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

ecs:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

ecs:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)
task-definition

capacityprovider

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:task-definition/
${TaskDefinitionFamilyName}:
${TaskDefinitionRevisionNumber}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:capacity-provider/
${CapacityProviderName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)
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リソースタイプ ARN

条件キー

task-set

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:task-set/${ClusterName}/
${ServiceName}/${TaskSetId}

ecs:ResourceTag/
${TagKey} (p. 794)

Amazon Elastic Container Service の条件キー
Amazon EC2 Container Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング
する

文字列

ecs:ResourceTag/
${TagKey}

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

ecs:capacityprovider

Amazon ECS キャパシティープロバイダーの ARN に基づい
て、アクセスをフィルタリングします

ARN

ecs:cluster

Amazon ECS クラスターの ARN でアクセスをフィルタリン
グします

ARN

ecs:containerinstances

Amazon ECS コンテナインスタンスの ARN に基づいて、ア
クセスをフィルタリングします

ARN

ecs:containername

ECS タスク定義で定義されている Amazon ECS コンテナの
名前に基づいて、アクセスをフィルタリングします

文字列

ecs:enableexecute-command

Amazon ECS タスクまたは Amazon ECS サービスの実行コ
マンド機能に基づいて、アクセスをフィルタリングします

文字列

ecs:service

Amazon ECS サービスの ARN に基づいて、アクセスをフィ
ルタリングします

ARN

ecs:task

Amazon ECS タスクの ARN に基づいて、アクセスをフィル
タリングします

ARN

ecs:task-definition

Amazon ECS タスク定義の ARN に基づいて、アクセスを
フィルタリングします

ARN

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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AWS Elastic ディザスタリカバリに対するアクショ
ン、リソースおよび条件キー
AWS Elastic Disaster 回復 (サービスプレフィックス: drs) では、以下のサービス固有のリソース、アク
ションおよび条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWSElastic 災害回復で定義されるアクション (p. 795)
• AWSElastic 災害回復で定義されるリソースタイプ (p. 804)
• AWSElastic 災害回復の条件キー (p. 804)

AWSElastic 災害回復で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

リカバリインスタンスに関連付
書き込み
AssociateFailbackClientToRecoveryInstanceForDrs
けるフェイルバッククライアン
[アクセス許可
トを取得するアクセス許可を付
のみ]
与

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

ボリュームスナップショットグ
BatchCreateVolumeSnapshotGroupForDrs
ループを一括で作成する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

スナップショットのリクエスト
BatchDeleteSnapshotRequestForDrs
を一括で削除する許可を付与。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

[アクセス許可
のみ]
スナップショット設定を更新す
CreateConvertedSnapshotForDrs
る許可を付与変換されたスナッ
[アクセス許可
プショットを作成する許可を付
のみ]
与

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

ソースサーバーを拡張する許可
CreateExtendedSourceServer
を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

リカバリインスタンスを作成す
CreateRecoveryInstanceForDrs
るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

レプリケーション構成テンプ
CreateReplicationConfigurationTemplate
レートを作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

セッションを作成するためのア
CreateSessionForDrs
クセス許可を付与

書き込み

ソースサーバーを作成する許可
CreateSourceServerForDrs
を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeleteJob

書き込み

JobResource* (p. 804)

回復インスタンスを削除する許
DeleteRecoveryInstance
可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

レプリケーション構成テンプ
DeleteReplicationConfigurationTemplate
レートを削除する許可を付与

書き込み

ReplicationConfigurationTemplateResource* (p. 804)

ソースサーバーを削除する許可
DeleteSourceServer
を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

ジョブログ項目を説明する許可
DescribeJobLogItems
を付与

読み込み

JobResource* (p. 804)

DescribeJobs

読み込み

ジョブを削除する許可を付与

ジョブを記述する許可を付与

aws:TagKeys (p. 804)

リカバリインスタンスを記述す
DescribeRecoveryInstances
るアクセス許可を付与

読み込み

リカバリスナップショットを記
DescribeRecoverySnapshots
述するアクセス許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

レプリケーション構成テンプ
DescribeReplicationConfigurationTemplates
レートを記述する許可を付与

読み込み

レプリケーションサーバーの関
DescribeReplicationServerAssociationsForDrs
連付けを記述する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

スナップショットのリクエスト
DescribeSnapshotRequestsForDrs
を記述する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

ソースサーバーを記述する許可
DescribeSourceServers
を付与

読み込み

リカバリインスタンスを切断す
DisconnectRecoveryInstance
るアクセス許可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

ソースサーバーの接続を切るア
DisconnectSourceServer
クセス許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

エージェントコマンドを取得す
GetAgentCommandForDrs
る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

エージェントに確認済みの再開
GetAgentConfirmedResumeInfoForDrs
情報を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

エージェントのインストールア
GetAgentInstallationAssetsForDrs
セットを取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

エージェントレプリケーション
GetAgentReplicationInfoForDrs
情報を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

エージェントのランタイム設定
GetAgentRuntimeConfigurationForDrs
を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

エージェントスナップショット
GetAgentSnapshotCreditsForDrs
のクレジットを取得する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み込み

797

SourceServerResource* (p. 804)
RecoveryInstanceResource* (p. 804)
SourceServerResource* (p. 804)

RecoveryInstanceResource* (p. 804)
SourceServerResource* (p. 804)
RecoveryInstanceResource* (p. 804)
SourceServerResource* (p. 804)
RecoveryInstanceResource* (p. 804)
SourceServerResource* (p. 804)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elastic ディザスタリカバリ

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

チャネルコマンドを取得する許
GetChannelCommandsForDrs
可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

フェイルバックコマンドを取得
GetFailbackCommandForDrs
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

フェイルバック起動を要求する
GetFailbackLaunchRequestedForDrs
アクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

フェイルバックレプリケーショ
GetFailbackReplicationConfiguration
ン構成を取得する許可を付与

読み込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

起動設定を取得する許可を付
GetLaunchConfiguration
与。

読み込み

SourceServerResource* (p. 804)

レプリケーション構成を取得す
GetReplicationConfiguration
る許可を付与

読み込み

SourceServerResource* (p. 804)

推奨されるフェイルバッククラ
GetSuggestedFailbackClientDeviceMappingForDrs
イアントデバイスマッピングを
[アクセス許可
取得するアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

サービスを初期化する許可を付
InitializeService 与

書き込み

iam:AddRoleToInstancePr

iam:CreateInstanceProfile

iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetInstanceProfile
エージェント証明書を発行する
IssueAgentCertificateForDrs
アクセス許可を付与

書き込み

拡張可能なソースサーバーを一
ListExtensibleSourceServers
覧表示する許可を付与

読み取り

ステージングアカウントを一覧
ListStagingAccounts
表示する許可を付与

読み取り

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

エージェント認証を通知する許
NotifyAgentAuthenticationForDrs
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

エージェントが接続されている
NotifyAgentConnectedForDrs
ことを通知する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

エージェントの切断を通知する
NotifyAgentDisconnectedForDrs
許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

エージェントのレプリケーショ
NotifyAgentReplicationProgressForDrs
ンの進行状況を通知する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

一貫性があることを通知する許
NotifyConsistencyAttainedForDrs
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

レプリケーションサーバー認証
NotifyReplicationServerAuthenticationForDrs
を通知するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

レプリケータ ボリューム イベン
NotifyVolumeEventForDrs
トを通知する許可の付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

データレプリケーションを再試
RetryDataReplication
行する許可を付与

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

エージェントログを送信する許
SendAgentLogsForDrs
可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

エージェントメトリックを送信
SendAgentMetricsForDrs
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

チャネルコマンドの結果を送信
SendChannelCommandResultForDrs
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

クライアントログを送信する許
SendClientLogsForDrs
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

クライアントメトリックを送信
SendClientMetricsForDrs
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

ボリュームスループット統計を
SendVolumeStatsForDrs
送信する許可の付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

フェイルバック起動を開始する
StartFailbackLaunch
アクセス許可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

800

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elastic ディザスタリカバリ

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartRecovery

リカバリを開始するアクセス許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

SourceServerResource* (p.drs:CreateRecoveryInstan
804)
drs:ListTagsForResource
ec2:AttachVolume

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:AuthorizeSecurityGro

ec2:CreateLaunchTempla

ec2:CreateLaunchTempla
ec2:CreateSnapshot
ec2:CreateTags
ec2:CreateVolume

ec2:DeleteLaunchTempla
ec2:DeleteSnapshot
ec2:DeleteVolume

ec2:DescribeAccountAttrib

ec2:DescribeAvailabilityZo
ec2:DescribeImages

ec2:DescribeInstanceAttri

ec2:DescribeInstanceStat

ec2:DescribeInstanceType
ec2:DescribeInstances

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeLaunchTemp

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSnapshots
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVolumes
ec2:DetachVolume

ec2:ModifyInstanceAttribu

ec2:ModifyLaunchTempla
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:RevokeSecurityGroup
ec2:RunInstances
ec2:StartInstances
ec2:StopInstances
ec2:TerminateInstances
iam:PassRole
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)
StopFailback

フェイルバックを停止するアク
セス許可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

TagResource

リソースタグを割り当てるアク
セス許可を付与

タグ付け

JobResource (p. 804)
RecoveryInstanceResource (p. 804)
ReplicationConfigurationTemplateResource (p. 804)
SourceServerResource (p. 804)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)
drs:CreateAction (p. 804)

ターゲットインスタンスを終了
TerminateRecoveryInstances
する許可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource*
ec2:DeleteVolume
(p. 804)
ec2:DescribeInstances
ec2:DescribeVolumes
ec2:TerminateInstances
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

JobResource (p. 804)
RecoveryInstanceResource (p. 804)
ReplicationConfigurationTemplateResource (p. 804)
SourceServerResource (p. 804)
aws:TagKeys (p. 804)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

エージェントのバックログを更
UpdateAgentBacklogForDrs
新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

エージェント変換情報を更新す
UpdateAgentConversionInfoForDrs
る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

エージェントレプリケーション
UpdateAgentReplicationInfoForDrs
情報を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

エージェントレプリケーション
UpdateAgentReplicationProcessStateForDrs
プロセスの状態を更新する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

エージェントのソースプロパ
UpdateAgentSourcePropertiesForDrs
ティを更新する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

書き込み

フェイルバッククライアントデ
UpdateFailbackClientDeviceMappingForDrs
バイスマッピングを更新するア
[アクセス許可
クセス許可を付与
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

最後に検出されたフェールバッ
UpdateFailbackClientLastSeenForDrs
ククライアントを更新するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

フェイルバックレプリケーショ
UpdateFailbackReplicationConfiguration
ン構成を更新する許可を付与

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

起動設定を更新する許可を付与
UpdateLaunchConfiguration

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

レプリケーション証明書を更新
UpdateReplicationCertificateForDrs
するためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

RecoveryInstanceResource* (p. 804)

レプリケーション構成を更新す
UpdateReplicationConfiguration
る許可を付与。

書き込み

SourceServerResource* (p. 804)

レプリケーション構成テンプ
UpdateReplicationConfigurationTemplate
レートを更新する許可を付与

書き込み

ReplicationConfigurationTemplateResource* (p. 804)
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AWSElastic 災害回復で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 795)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

JobResource

arn:${Partition}:drs:${Region}:
${Account}:job/${JobID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 804)

arn:${Partition}:drs:${Region}:
RecoveryInstanceResource
${Account}:recovery-instance/
${RecoveryInstanceID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 804)

arn:${Partition}:drs:${Region}:
ReplicationConfigurationTemplateResource
${Account}:replicationconfiguration-template/
${ReplicationConfigurationTemplateID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 804)

arn:${Partition}:drs:${Region}:
SourceServerResource
${Account}:source-server/${SourceServerID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 804)

drs:EC2InstanceARN (p. 804)

AWSElastic 災害回復の条件キー
AWS Elastic Disaster Recoveryでは、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

drs:CreateAction

リソース作成 API アクションの名前によってアクセスをフィ
ルタリング

文字列

リクエストが発生したEC2インスタンス によってアクセスを
drs:EC2InstanceARNフィルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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Amazon Elastic File System のアクション、リソー
ス、条件キー
Amazon Elastic File System (サービスプレフィックス: elasticfilesystem) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic File System で定義されるアクション (p. 805)
• Amazon Elastic File System で定義されるリソースタイプ (p. 809)
• Amazon Elastic File System の条件キー (p. 809)

Amazon Elastic File System で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Backup [アク
セス許可のみ]

既存のファイルシステムのバッ
クアップジョブを開始するアク
セス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

ClientMount
[アクセス許可
のみ]

NFS クライアントにファイルシ
ステムの読み取りアクセスを許
可するアクセス許可を付与

読み込み

filesystem* (p. 809)

依存アク
ション

elasticfilesystem:AccessPointArn (p. 81

elasticfilesystem:AccessedViaMountTar
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

NFS クライアントにファイルシ
ClientRootAccess ステムのルートアクセスを許可
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

依存アク
ション

filesystem* (p. 809)

elasticfilesystem:AccessPointArn (p. 81

elasticfilesystem:AccessedViaMountTar
ClientWrite [ア
クセス許可の
み]

NFS クライアントにファイルシ
ステムの書き込みアクセスを許
可するアクセス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

elasticfilesystem:AccessPointArn (p. 81

elasticfilesystem:AccessedViaMountTar
指定したファイルシステムのア
CreateAccessPoint
クセスポイントを作成するアク
セス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)
aws:TagKeys (p. 810)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)

空のファイルシステムを作成す
CreateFileSystemるアクセス許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)
aws:TagKeys (p. 810)
elasticfilesystem:Encrypted (p. 810)

ファイルシステムのマウント
CreateMountTarget
ターゲットを作成するアクセス
許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

新しいレプリケーション設定を
CreateReplicationConfiguration
作成する許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

CreateTags

タグ付け

filesystem* (p. 809)

ファイルシステムに関連付けら
れたタグを作成または上書きす
るアクセス許可を付与 (非推奨に
つき、TagResource を参照)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)
aws:TagKeys (p. 810)

指定したアクセスポイントを削
DeleteAccessPoint除するアクセス許可を付与

書き込み

accesspoint* (p. 809)

ファイルシステムを削除する (そ
DeleteFileSystem の内容へのアクセスを完全に切
断する) アクセス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

ファイルシステムのリソースレ
DeleteFileSystemPolicy
ベルのポリシーを削除するアク
セス許可を付与

経営へのア fileクセス権
system* (p. 809)

指定されたマウントターゲット
DeleteMountTarget
を削除するアクセス許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レプリケーション設定を削除す
DeleteReplicationConfiguration
る許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

DeleteTags

タグ付け

filesystem* (p. 809)

指定されたタグをファイル
システムから削除するアク
セス許可を付与 (非推奨につ
き、UntagResource を参照)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 810)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)

Amazon EFS アクセスポイント
DescribeAccessPoints
の説明を表示するアクセス許可
を付与

リスト

アカウントの有効なアカウント
DescribeAccountPreferences
詳細設定を表示するためのアク
セス許可を付与

リスト

Amazon EFS ファイルシステム
DescribeBackupPolicy
の BackupPolicy オブジェクトを
表示するアクセス許可を付与

読み込み

filesystem* (p. 809)

Amazon EFS ファイルシステム
DescribeFileSystemPolicy
のリソースレベルのポリシーを
表示するアクセス許可を付与

読み込み

filesystem (p. 809)

ファイルシステム CreationToken
DescribeFileSystems
または FileSystemId で指定され
た Amazon EFS ファイルシステ
ムの説明を表示するアクセス許
可、または呼び出されるエンド
ポイントの AWS リージョン内で
呼び出し元の AWS アカウント
が所有するすべてのファイルシ
ステムの説明を表示するアクセ
ス許可を付与

リスト

filesystem (p. 809)

Amazon EFS ファイルシステム
DescribeLifecycleConfiguration
の LifecycleConfiguration オブ
ジェクトを表示するアクセス許
可を付与

読み込み

filesystem* (p. 809)

マウントターゲットについて現
DescribeMountTargetSecurityGroups
在有効なセキュリティグループ
を表示するアクセス許可を付与

読み込み

ファイルシステムのすべてのマ
DescribeMountTargets
ウントターゲットまたは特定の
マウントターゲットの説明を表
示するアクセス許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

FileSystemId で指定された
DescribeReplicationConfigurations
Amazon EFS レプリケーション
設定の詳細を表示する許可、ま
たは呼び出されるエンドポイン
トの AWS リージョン内で呼び出
し元の AWS アカウント が所有
するすべてのレプリケーション
設定の詳細を表示する許可を付
与

リスト

filesystem (p. 809)

DescribeTags

読み込み

filesystem* (p. 809)

指定された Amazon EFS リソー
ListTagsForResource
スに関連付けられたタグを表示
するアクセス許可を付与

読み込み

accesspoint (p. 809)

マウントターゲットについて現
ModifyMountTargetSecurityGroups
在有効なセキュリティグループ
のセットを変更するアクセス許
可を付与

書き込み

アカウントのアカウント詳細設
PutAccountPreferences
定を設定するためのアクセス許
可を付与

書き込み

新しい BackupPolicy オブジェク
PutBackupPolicy トを作成して、AWS Backup に
よる自動バックアップの有効と
無効を切り替えるアクセス許可
を付与

書き込み

指定されたファイルシステムに
PutFileSystemPolicy
所与のアクターから許可または
拒否されたアクションを定義す
るリソースレベルのポリシーを
適用するアクセス許可を付与

経営へのア fileクセス権
system* (p. 809)

新しい LifecycleConfiguration オ
PutLifecycleConfiguration
ブジェクトを作成してライフサ
イクル管理を有効にするアクセ
ス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

Restore [アク
セス許可のみ]

ファイルシステムのバックアッ
プの復元ジョブを開始するアク
セス許可を付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

TagResource

指定された Amazon EFS リソー
スに関連付けられたタグを作成
または上書きするアクセス許可
を付与

タグ付け

accesspoint (p. 809)

リソースに関連付けられている
タグを表示するアクセス許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)
aws:TagKeys (p. 810)
指定されたタグを Amazon EFS
UntagResource リソースから削除するアクセス
許可を付与

タグ付け

accesspoint (p. 809)
filesystem (p. 809)
aws:TagKeys (p. 810)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 810)

スループットモード、または既
UpdateFileSystem存のファイルシステムのプロビ
ジョニングされたスループット
の量を更新するアクセス許可を
付与

書き込み

filesystem* (p. 809)

Amazon Elastic File System で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 805)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

file-system

arn:${Partition}:elasticfilesystem:
${Region}:${Account}:file-system/
${FileSystemId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 810)

access-point

arn:${Partition}:elasticfilesystem:
${Region}:${Account}:access-point/
${AccessPointId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 810)

Amazon Elastic File System の条件キー
Amazon Elastic File System では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

ファイルシステムのマウントに使用されるアクセスポイント
elasticfilesystem:AccessPointArn
の ARN でアクセスをフィルタリングします

文字列

ファイルシステムがマウントターゲット経由でアクセスされ
elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget
るかどうかによっててアクセスをフィルタリングします

Bool

暗号化されていないファイルシステムをユーザーが作成でき
elasticfilesystem:Encrypted
るかどうかによってアクセスをフィルタリングします

Bool

Amazon Elastic Inference のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Elastic Inference (サービスプレフィックス: elastic-inference) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Inference で定義されるアクション (p. 810)
• Amazon Elastic Inference で定義されるリソースタイプ (p. 811)
• Amazon Elastic Inference の条件キー (p. 812)

Amazon Elastic Inference で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Connect

Elastic Inference アクセラレータ
に接続するためのアクセス権限
をお客様に付与します

Write

特定のリージョンの特定のアク
DescribeAcceleratorOfferings
セラレータのタイプまたは一連
のタイプが存在する場所を記述
する許可を付与

リスト

特定のリージョンで使用可能な
DescribeAcceleratorTypes
アクセラレータのタイプと、そ
の特性 (メモリやスループットな
ど) を記述する許可を付与

リスト

アカウントに属する提供され
DescribeAccelerators
た一連のアクセラレータについ
て、情報を記述する許可を付与

リスト

Amazon RDS リソースのすべて
ListTagsForResource
のタグを一覧表示する許可を付
与。

Read

TagResource

タグ付け

指定された QuickSight リソース
に 1 つ以上のタグ (キーと値のペ
ア) を割り当てるためのアクセス
権限を付与します

リソースから 1 つまたは複数の
UntagResource タグを削除する許可を付与

依存アク
ション

accelerator* (p. 811)

タグ付け

Amazon Elastic Inference で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 810)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
accelerator

条件キー

arn:${Partition}:elastic-inference:
${Region}:${Account}:elastic-inferenceaccelerator/${AcceleratorId}
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Amazon Elastic Inference の条件キー
EI には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーはあ
りません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に利
用可能なキーを参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Elastic Kubernetes Service (サービスプレフィックス: eks) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Kubernetes Service で定義されるアクション (p. 812)
• Amazon Elastic Kubernetes Service で定義されるリソースタイプ (p. 816)
• Amazon Elastic Kubernetes Service の条件キー (p. 817)

Amazon Elastic Kubernetes Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS EKS コンソール経由で
AccessKubernetesApi
Kubernetes オブジェクトを表示
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスターに暗号化設定を関連
AssociateEncryptionConfig
付けるアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)

クラスターに ID プロバイダー設
AssociateIdentityProviderConfig
定を関連付けるアクセス許可を
付与

書き込み

cluster* (p. 816)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)
eks:clientId (p. 817)
eks:issuerUrl (p. 817)

CreateAddon

Amazon EKS アドオンを作成す
るアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

CreateCluster

Amazon EKS クラスターを作成
するアクセス許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

AWS Fargate プロファイルを作
CreateFargateProfile
成するアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

Amazon EKS ノードグループを
CreateNodegroup作成するアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

DeleteAddon

Amazon EKS アドオンを削除す
るアクセス許可を付与

書き込み

addon* (p. 816)

DeleteCluster

Amazon EKS クラスターを削除
するアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)

AWS Fargate プロファイルを削
DeleteFargateProfile
除するアクセス許可を付与

書き込み

fargateprofile* (p. 816)

Amazon EKS ノードグループを
DeleteNodegroup 削除するアクセス許可を付与

書き込み

nodegroup* (p. 816)

外部クラスターの登録を解除す
DeregisterCluster る許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

DescribeAddon

Amazon EKS アドオンに関する
説明情報を取得するアクセス許
可を付与

読み込み

Amazon EKS アドオンがサポー
DescribeAddonVersions
トしているアドオンに関する説
明的なバージョン情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

Amazon EKS クラスターに関す
DescribeCluster る説明情報を取得するアクセス
許可を付与

読み込み

cluster* (p. 816)

クラスターに関連付けられてい
DescribeFargateProfile
る AWS Fargate プロファイルの
詳細情報を取得するアクセス許
可を付与

読み込み

fargateprofile* (p. 816)

クラスターに関連付けられた Idp
DescribeIdentityProviderConfig
設定に関する説明情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み込み

identityproviderconfig* (p. 816)

Amazon EKS ノードグループに
DescribeNodegroup
関する説明情報を取得するアク
セス許可を付与

読み込み

nodegroup* (p. 816)

(指定されたリージョンまたはデ
DescribeUpdate フォルトリージョンにある) 特定
の Amazon EKS クラスター/ノー
ドグループ/アドオンの特定の更
新を取得するアクセス許可を付
与

読み込み

cluster* (p. 816)

addon* (p. 816)

addon (p. 816)
nodegroup (p. 816)

関連付けられた Idp 設定を削除す 書き込み
DisassociateIdentityProviderConfig
るアクセス許可を付与

identityproviderconfig* (p. 816)

ListAddons

特定のクラスターの (指定され
たリージョンまたはデフォルト
リージョンにある) AWS アカウ
ント の Amazon EKS アドオンを
一覧表示するアクセス許可を付
与

cluster* (p. 816)

ListClusters

(指定されたリージョンまたはデ
リスト
フォルトリージョンにある) AWS
アカウント の Amazon EKS クラ
スターを一覧表示するアクセス
許可を付与

特定のクラスターに関連付けら
ListFargateProfilesれている (指定されたリージョン
またはデフォルトリージョンに
ある) AWS アカウント の AWS
Fargate プロファイルを一覧表示
するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のクラスターに関連付けら
ListIdentityProviderConfigs
れた (指定されたリージョンまた
はデフォルトリージョンにある)
AWS アカウント の Idp 設定を一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

cluster* (p. 816)

特定のクラスターにアタッチさ
ListNodegroups れた (指定されたリージョンま
たはデフォルトリージョンにあ
る) AWS アカウント の Amazon
EKS ノードグループを一覧表示
するアクセス許可を付与

リスト

cluster* (p. 816)

指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与

読み込み

addon (p. 816)

依存アク
ション

cluster (p. 816)
fargateprofile (p. 816)
identityproviderconfig (p. 816)
nodegroup (p. 816)

ListUpdates

RegisterCluster

(指定されたリージョンまたはデ
フォルトリージョンにある) 特定
の Amazon EKS クラスター/ノー
ドグループの更新を一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

外部クラスターを登録する許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 816)
addon (p. 816)
nodegroup (p. 816)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

TagResource

指定されたリソースにタグを付
けるアクセス許可を付与

タグ付け

addon (p. 816)
cluster (p. 816)
fargateprofile (p. 816)
identityproviderconfig (p. 816)
nodegroup (p. 816)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 817)
aws:TagKeys (p. 817)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除するアクセス許可を付与

タグ付け

addon (p. 816)
cluster (p. 816)
fargateprofile (p. 816)
identityproviderconfig (p. 816)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

nodegroup (p. 816)
aws:TagKeys (p. 817)
UpdateAddon

Amazon EKS アドオン設定 (VPC 書き込み
CNI バージョンなど) を更新する
アクセス許可を付与

addon* (p. 816)

Amazon EKS クラスター設定
UpdateClusterConfig
(API サーバーエンドポイントア
クセスなど) を更新するアクセス
許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)

Amazon EKS クラスターの
UpdateClusterVersion
Kubernetes バージョンを更新す
るアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 816)

Amazon EKS ノードグループ設
UpdateNodegroupConfig
定を更新するアクセス許可を付
与 (例: 最小/最大/希望する容量ま
たはラベル)

書き込み

nodegroup* (p. 816)

Amazon EKS ノードグループの
UpdateNodegroupVersion
Kubernetes バージョンを更新す
るアクセス許可を付与

書き込み

nodegroup* (p. 816)

Amazon Elastic Kubernetes Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 812)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

arn:${Partition}:eks:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 817)

nodegroup

arn:${Partition}:eks:${Region}:
${Account}:nodegroup/${ClusterName}/
${NodegroupName}/${UUID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 817)

addon

arn:${Partition}:eks:${Region}:
${Account}:addon/${ClusterName}/
${AddonName}/${UUID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 817)

fargateprofile

arn:${Partition}:eks:${Region}:
${Account}:fargateprofile/${ClusterName}/
${FargateProfileName}/${UUID}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 817)

arn:${Partition}:eks:${Region}:
identityproviderconfig
${Account}:identityproviderconfig/
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リソースタイプ ARN

条件キー

${ClusterName}/${IdentityProviderType}/
${IdentityProviderConfigName}/${UUID}

Amazon Elastic Kubernetes Service の条件キー
Amazon Elastic Kubernetes Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが EKS サービスに対して行うリクエストに含まれる
キーによってアクセスがフィルタリングされます

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

aws:TagKeys

ユーザーが EKS サービスに対して行うリクエストに含まれる
すべてのタグキー名のリストでアクセスをフィルタリングし
ます

ArrayOfString

eks:clientId

ユーザーが EKS サービスに対して行う
associateIdentityProviderConfig リクエストに存在する
clientId でアクセスをフィルタリングします

文字列

eks:issuerUrl

ユーザーが EKS サービスに対して行う
associateIdentityProviderConfig リクエストに存在する
issuerUrl でアクセスをフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Elastic Load Balancing のアクション、リソース、お
よび条件キー
Elastic Load Balancing (サービスプレフィックス: elasticloadbalancing) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Elastic Load Balancing で定義されるアクション (p. 818)
• Elastic Load Balancing で定義されるリソースタイプ (p. 820)
• Elastic Load Balancing の条件キー (p. 821)
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Elastic Load Balancing で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddTags

指定されたタグを指定された
ロードバランサーに追加する許
可を付与します。ロードバラン
サーにはそれぞれ、タグを最大
10 個設定できます

タグ付け

Virtual Private Cloud (VPC) の 1
ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
つ以上のセキュリティグループ
をロードバランサーに関連付け
る許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーの
AttachLoadBalancerToSubnets
一連の構成済みサブネットに 1
つ以上のサブネットを追加する
許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

バックエンドインスタンスのヘ
ConfigureHealthCheck
ルス状態を評価するときに使用
するヘルスチェック設定を指定
する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

アプリケーションによって生成
CreateAppCookieStickinessPolicy
された Cookie に従うスティッ
キーセッション存続期間を持つ
維持ポリシーを生成する許可を
付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

ブラウザ (user-agent) の存続期
CreateLBCookieStickinessPolicy
間または指定された有効期間に
よって制御されるスティッキー
セッション存続期間を持つ維持
ポリシーを生成する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

ロードバランサーを作成する許
CreateLoadBalancer
可を付与

書き込み

loadbalancer (p. 821)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 821)
aws:TagKeys (p. 821)
指定されたロードバランサーに
CreateLoadBalancerListeners
1 つ以上のリスナーを作成する許
可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーの
CreateLoadBalancerPolicy
指定された属性を持つポリシー
を作成する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーを
DeleteLoadBalancer
削除する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーか
DeleteLoadBalancerListeners
ら指定されたリスナーを削除す
る許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーか
DeleteLoadBalancerPolicy
ら指定されたポリシーを削除す
る許可を付与 このポリシーで
は、リスナーを有効にできませ
ん。

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーか
DeregisterInstancesFromLoadBalancer
ら指定されたインスタンスを登
録解除する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーに
DescribeInstanceHealth
関して指定されたインスタンス
の状態を記述する許可を付与

読み取り

指定されたロードバランサーの
DescribeLoadBalancerAttributes
属性を記述する許可を付与

読み取り

指定されたポリシーを記述する
DescribeLoadBalancerPolicies
許可を付与

読み取り

指定されたロードバランサーの
DescribeLoadBalancerPolicyTypes
ポリシータイプを記述する許可
を付与

読み取り

指定されたロードバランサーを
DescribeLoadBalancers
記述する許可を付与 ロードバ
ランサーを指定せずに呼び出す
と、すべてのロードバランサー
の説明が表示されます

リスト

DescribeTags

読み取り

指定されたロードバランサーに
関連付けられているタグを記述
する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたサブネットを、ロー
DetachLoadBalancerFromSubnets
ドバランサーの一連の構成済み
サブネットから削除する許可を
付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたアベイラビリティー
DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
ゾーンを、指定されたロードバ
ランサーの一連のアベイラビリ
ティーゾーンから削除する許可
を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたアベイラビリティー
EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
ゾーンを、指定されたロードバ
ランサーの一連のアベイラビリ
ティーゾーンに追加する許可を
付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーの
ModifyLoadBalancerAttributes
属性を変更する許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたインスタンスを指定
RegisterInstancesWithLoadBalancer
されたロードバランサーに追加
するする許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

RemoveTags

タグ付け

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサーか
ら 1 つ以上のタグを削除する許
可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 821)
aws:TagKeys (p. 821)

指定されたリスナーの SSL 接続
SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
を終了する証明書を設定する許
可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

バックエンドサーバーがリスン
SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
している指定されたポートに
関連付けられている一連のポリ
シーを、新しい一連のポリシー
に置き換える許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

指定されたロードバランサー
SetLoadBalancerPoliciesOfListener
ポートの現在の一連のポリシー
を、指定された一連のポリシー
に置き換える許可を付与

書き込み

loadbalancer* (p. 821)

Elastic Load Balancing で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 818)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

loadbalancer

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 821)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:loadbalancer/
${LoadBalancerName}

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 821)

Elastic Load Balancing の条件キー
Elastic Load Balancing では、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが ELB サービスに対して行うリクエストに含まれる
キー

文字列

グローバルタグキーと値のペア

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのタグ
キー名のリスト

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアの序文の
elasticloadbalancing:ResourceTag/
文字列

文字列

タグキーと値のペア
elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey}

文字列

Elastic Load Balancing V2 のアクション、リソース、
および条件キー
Elastic Load Balancing V2 (サービスプレフィックス: elasticloadbalancing) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Elastic Load Balancing V2 で定義されるアクション (p. 822)
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• Elastic Load Balancing V2 で定義されるリソースタイプ (p. 826)
• Elastic Load Balancing V2 の条件キー (p. 827)

Elastic Load Balancing V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された証明書を指定された
AddListenerCertificates
セキュアリスナーに追加する許
可を付与

書き込み

AddTags

タグ付け

指定されたタグを指定された
ロードバランサーに追加する許
可を付与 ロードバランサーには
それぞれ、タグを最大 10 個設定
できます

依存アク
ション

listener/
app* (p. 826)
listener/
net* (p. 827)
listenerrule/
app (p. 827)
listenerrule/
net (p. 827)
listener/
app (p. 826)
listener/
net (p. 827)
loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)
targetgroup (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateListener

指定された Application Load
Balancer のリスナーを作成する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)

ロードバランサーを作成する許
CreateLoadBalancer
可を付与

書き込み

loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)

CreateRule

指定されたリスナーのルールを
作成する許可を付与

書き込み

listener/
app* (p. 826)
listener/
net* (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)

ターゲットグループを作成する
CreateTargetGroup
許可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)

DeleteListener

指定されたリスナーを削除する
許可を付与

書き込み

listener/
app* (p. 826)
listener/
net* (p. 827)

指定されたロードバランサーを
DeleteLoadBalancer
削除する許可を付与

書き込み

loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)

DeleteRule

指定されたルールを削除する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
listenerrule/
net* (p. 827)

指定されたターゲットグループ
DeleteTargetGroup
を削除する許可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)

指定されたターゲットを指定さ
DeregisterTargetsれたターゲットグループから登
録解除する許可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)

AWS アカウント の Elastic Load
DescribeAccountLimits
Balancing リソース制限を記述す
る許可を付与

読み取り

指定されたセキュアリスナーの
DescribeListenerCertificates
証明書を記述する許可を付与

読み取り

指定されたリスナー、または
DescribeListeners指定された Application Load
Balancer のリスナーを記述する
許可を付与

読み取り

指定されたロードバランサーの
DescribeLoadBalancerAttributes
属性を記述する許可を付与

読み取り

指定されたロードバランサーを
DescribeLoadBalancers
記述する許可を付与 ロードバ
ランサーを指定せずに呼び出す
と、すべてのロードバランサー
の説明が表示されます

読み取り

DescribeRules

指定されたルール、または指定
されたリスナーのルールを記述
する許可を付与

読み取り

指定されたポリシー、または
DescribeSSLPolicies
SSL ネゴシエーションに使用さ
れるすべてのポリシーを記述す
る許可を付与

読み取り

DescribeTags

指定されたリソースに関連付け
られているタグを記述する許可
を付与

読み取り

指定されたターゲットグループ
DescribeTargetGroupAttributes
の属性を記述する許可を付与

読み取り

指定されたターゲットグルー
DescribeTargetGroups
プまたはすべてのターゲットグ
ループを記述する許可を付与

読み取り

指定されたターゲットまたはす
DescribeTargetHealth
べてのターゲットの状態を記述
する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ModifyListener

指定されたリスナーの指定され
たプロパティを変更する許可を
付与

書き込み

指定されたロードバランサーの
ModifyLoadBalancerAttributes
属性を変更する許可を付与

書き込み

listener/
app* (p. 826)
listener/
net* (p. 827)
loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)

ModifyRule

指定されたルールを変更する許
可を付与

書き込み

listenerrule/
app* (p. 827)
listenerrule/
net* (p. 827)

指定されたターゲットグループ
ModifyTargetGroup
のターゲットの状態を評価する
際に使用するヘルスチェックを
変更する許可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)

指定されたターゲットグループ
ModifyTargetGroupAttributes
の指定された属性を変更する許
可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)

指定されたターゲットを指定さ
RegisterTargets れたターゲットグループに登録
する許可を付与

書き込み

targetgroup* (p. 827)

指定されたセキュアリスナーの
RemoveListenerCertificates
指定された証明書を削除する許
可を付与

書き込み

listener/
app* (p. 826)

RemoveTags

タグ付け

指定されたロードバランサーか
ら 1 つ以上のタグを削除する許
可を付与

listener/
net* (p. 827)
listenerrule/
app (p. 827)
listenerrule/
net (p. 827)
listener/
app (p. 826)
listener/
net (p. 827)
loadbalancer/
app/ (p. 827)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

loadbalancer/
net/ (p. 827)
targetgroup (p. 827)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 827)
aws:TagKeys (p. 828)
指定されたロードバランサーの
SetIpAddressTypeサブネットで使用される IP アド
レスのタイプを設定する許可を
付与

書き込み

指定されたルールの優先順位を
SetRulePriorities 設定する許可を付与

書き込み

loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)
listenerrule/
app* (p. 827)
listenerrule/
net* (p. 827)

指定されたセキュリティグルー
SetSecurityGroupsプを指定されたロードバラン
サーに関連付ける許可を付与

書き込み

SetSubnets

指定されたロードバランサーの
指定されたサブネットのアベイ
ラビリティーゾーンを有効にす
る許可を付与

書き込み

WAF に WebAcl アクセス許可を
付与アクセス許可を付与

書き込み

SetWebAcl [ア
クセス許可の
み]

loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)
loadbalancer/
app/ (p. 827)
loadbalancer/
net/ (p. 827)

Elastic Load Balancing V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 822)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

listener/app

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:listener/app/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/
${ListenerId}
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リソースタイプ ARN

条件キー
elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

listener-rule/
app

listener/net

listener-rule/
net

loadbalancer/
app/

loadbalancer/
net/

targetgroup

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:listener-rule/app/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/
${ListenerId}/${ListenerRuleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:listener/net/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/
${ListenerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:listener-rule/net/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}/
${ListenerId}/${ListenerRuleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:loadbalancer/app/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:loadbalancer/net/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:targetgroup/
${TargetGroupName}/${TargetGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 827)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey} (p. 828)

Elastic Load Balancing V2 の条件キー
Elastic Load Balancing V2 では、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが ELB サービスに対して行うリクエストに含まれる
キー

文字列

グローバルタグキーと値のペア

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのタグ
キー名のリスト

ArrayOfString

タグキーと値のペア
elasticloadbalancing:ResourceTag/
${TagKey}

文字列

Amazon Elastic MapReduce のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Elastic MapReduce (サービスプレフィックス: elasticmapreduce) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic MapReduce で定義されるアクション (p. 828)
• Amazon Elastic MapReduce で定義されるリソースタイプ (p. 836)
• Amazon Elastic MapReduce の条件キー (p. 836)

Amazon Elastic MapReduce で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
DescribeJobFlows API は廃止され、最終的には削除されます。代わりに、ListClusters,
DescribeCluster, ListSteps, ListInstanceGroups、および ListBootstrapActions の使用をお勧めしま
す。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中のクラスターにインスタ
AddInstanceFleet ンスフリートを追加するための
アクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

実行中のクラスターにインスタ
AddInstanceGroups
ンスグループを追加するための
アクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

実行中のクラスターに新しいス
AddJobFlowStepsテップを追加するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

AddTags

タグ付け

Amazon EMR リソースにタグを
追加するためのアクセス許可を
付与

依存アク
ション

elasticmapreduce:ExecutionRoleArn (p.
cluster (p. 836)
editor (p. 836)
notebookexecution (p. 836)
studio (p. 836)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)
elasticmapreduce:RequestTag/
${TagKey} (p. 837)

AttachEditor
[アクセス許可
のみ]

コンピューティングエンジンに
EMR Notebooks をアタッチする
ためのアクセス許可を付与

書き込み

editor* (p. 836)

CancelSteps

実行中のクラスターで保留中の
(1 つないしは複数の) ステップを
キャンセルするためのアクセス
許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

CreateEditor
[アクセス許可
のみ]

EMR Notebooks を作成するため
のアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)
elasticmapreduce:RequestTag/
${TagKey} (p. 837)

永続的なアプリケーション履歴
CreatePersistentAppUI
サーバーを作成するためのアク
セス許可を付与

書き込み

EMR Notebooks のリポジトリを
CreateRepository 作成するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

セキュリティ設定を作成する許
CreateSecurityConfiguration
可を付与。

書き込み

CreateStudio

書き込み

EMR Studio を作成するためのア
クセス許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)
elasticmapreduce:RequestTag/
${TagKey} (p. 837)

IAM 認証モードを使用して EMR
CreateStudioPresignedUrl
Studio を起動するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

EMR Studio のセッションマッピ
CreateStudioSessionMapping
ングを作成するためのアクセス
許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

DeleteEditor
[アクセス許可
のみ]

EMR Notebooks を削除するため
のアクセス許可を付与

書き込み

editor* (p. 836)

EMR Notebooks のリポジトリを
DeleteRepository 削除するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

セキュリティ設定を削除する許
DeleteSecurityConfiguration
可を付与。

書き込み

DeleteStudio

EMR Studio を削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

EMR Studio のセッションマッピ
DeleteStudioSessionMapping
ングを削除するためのアクセス
許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

アイデンティティがコラボレー
DeleteWorkspaceAccess
ション用ワークスペースを開く
[アクセス許可
ことをブロックするアクセス許
のみ]
可を付与

経営へのア editor* (p. 836)
クセス権

ステータス、ハードウェアとソ
DescribeCluster フトウェアの設定、VPC 設定お
よびその他の、クラスターに関
する詳細を取得するためのアク
セス許可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

DescribeEditor
[アクセス許可
のみ]

読み込み

editor* (p. 836)

ステータス、ユーザー、ロー
ル、タグ、場所など、ノート
ブックに関する情報を表示する
ためのアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスター (ジョブフロー) に
DescribeJobFlowsついて詳細表示するためのア
クセス許可を付与 この API は
廃止され、最終的には削除され
ます。代わりに、ListClusters,
DescribeCluster, ListSteps,
ListInstanceGroups、および
ListBootstrapActions の使用をお
勧めします。

読み込み

cluster* (p. 836)

ノートブックの実行に関する情
DescribeNotebookExecution
報を表示するためのアクセス許
可を付与

読み込み

notebookexecution* (p. 836)

永続的なアプリケーション履歴
DescribePersistentAppUI
サーバーについて詳細表示する
ためのアクセス許可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

サポートされているアプリケー
DescribeReleaseLabel
ションなど、EMR リリースに関
する情報を表示するためのアク
セス許可を付与

読み込み

EMR Notebooks のリポジトリに
DescribeRepository
ついて詳細表示するためのアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

読み込み

セキュリティ設定の詳細を取得
DescribeSecurityConfiguration
するためのアクセス許可を付与

読み込み

DescribeStep

クラスターステップに関する詳
細を取得するためのアクセス許
可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

DescribeStudio

EMR Studio に関する情報を表示
するためのアクセス許可を付与

読み込み

studio* (p. 836)

DetachEditor
[アクセス許可
のみ]

コンピューティングエンジンか
ら EMR Notebooks をデタッチす
るためのアクセス許可を付与

書き込み

editor* (p. 836)

クラスターに関連付けられた自
GetAutoTerminationPolicy
動終了ポリシーを取得するため
のアクセス許可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

リージョン内の AWS アカウント
GetBlockPublicAccessConfiguration
において、EMR ブロックのパブ
リックアクセス設定を取得する
ためのアクセス許可を付与

読み込み

クラスターに関連付けられたマ
GetManagedScalingPolicy
ネージドスケーリングポリシー
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスターで実行されている
GetOnClusterAppUIPresignedURL
アプリケーション履歴サーバー
の、署名付き URL を取得するた
めのアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

永続的なアプリケーション履歴
GetPersistentAppUIPresignedURL
サーバーの、署名付き URL を取
得するためのアクセス許可を付
与

書き込み

cluster* (p. 836)

EMR Studio のセッションマッピ
GetStudioSessionMapping
ングに関する情報を表示するた
めのアクセス許可を付与

読み込み

studio* (p. 836)

LinkRepository
[アクセス許可
のみ]

書き込み

EMR Notebooks のリポジトリを
EMR Notebooks にリンクするた
めのアクセス許可を付与

クラスターに関連付けられた
ListBootstrapActions
ブートストラップアクションの
詳細を取得すためのアクセス許
可を付与

読み込み

ListClusters

アクセス可能なクラスターのス
テータスを取得するためのアク
セス許可を付与

リスト

ListEditors [ア
クセス許可の
み]

アクセス可能な EMR Notebooks
の概要情報をリストするための
アクセス許可を付与

リスト

cluster* (p. 836)

クラスター内のインスタンスフ
ListInstanceFleetsリートの詳細を取得するための
アクセス許可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

クラスター内のインスタンスグ
ListInstanceGroups
ループの詳細を取得するための
アクセス許可を付与

読み込み

cluster* (p. 836)

ListInstances

読み込み

cluster* (p. 836)

クラスター内の Amazon EC2 イ
ンスタンスに関する詳細を取得
するためのアクセス許可を付与

ノートブック実行についての概
ListNotebookExecutions
要情報をリストするためのアク
セス許可を付与

リスト

現在のリージョンで使用可能な
ListReleaseLabelsEMR リリースを、リストして
フィルタリングするためのアク
セス許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の EMR Notebooksリポジト
ListRepositories リをリストするためのアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

リスト

このアカウントで利用可能なセ
ListSecurityConfigurations
キュリティ設定を、名前ならび
に作成の日付および時刻により
リストするためのアクセス許可
を付与

リスト

ListSteps

読み込み

クラスターに関連付けられてい
るステップをリストするための
アクセス許可を付与

cluster* (p. 836)

EMR Studio のセッションマッピ
ListStudioSessionMappings
ングに関する概要情報をリスト
するためのアクセス許可を付与

リスト

ListStudios

EMR Studios に関する概要情報
をリストするためのアクセス許
可を付与

リスト

ワークスペースへのアクセス許
ListWorkspaceAccessIdentities
可を付与アイデンティティを一
[アクセス許可
覧表示するアクセス許可を付与
のみ]

リスト

editor* (p. 836)

ModifyCluster

クラスターで同時に実行できる
ステップ数など、クラスターの
設定を変更するためのアクセス
許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

インスタンスフリートのオンデ
ModifyInstanceFleet
マンドおよびスポットのター
ゲットキャパシティーを変更す
るためのアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

インスタンスグループにおける
ModifyInstanceGroups
EC2 インスタンスの数と設定を
変更するためのアクセス許可を
付与

書き込み

cluster (p. 836)

EMR ノートブックのための
OpenEditorInConsole
Jupyter Notebook エディタを、
[アクセス許可
コンソール内から起動するため
のみ]
のアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

コアインスタンスグループまた
PutAutoScalingPolicy
はタスクインスタンスグループ
のための、オートスケーリング
ポリシーを作成または更新する
ためのアクセス許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスターに関連付けられた自
PutAutoTerminationPolicy
動終了ポリシーを作成または更
新するためのアクセス許可を付
与

書き込み

リージョン内の AWS アカウント
PutBlockPublicAccessConfiguration
において、EMR ブロックのパブ
リックアクセス設定を作成また
は更新するためのアクセス許可
を付与

経営へのア
クセス権

クラスターに関連付けられたマ
PutManagedScalingPolicy
ネージドスケーリングポリシー
を、作成または更新するための
アクセス許可を付与

書き込み

アイデンティティがコラボレー
PutWorkspaceAccess
ション用ワークスペースを開く
[アクセス許可
ことを許可するアクセス許可を
のみ]
付与

経営へのア editor* (p. 836)
クセス権

インスタンスグループからオー
RemoveAutoScalingPolicy
トスケーリングポリシーを削除
するためのアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

クラスターに関連付けられた自
RemoveAutoTerminationPolicy
動終了ポリシーを削除するため
のアクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

クラスターに関連付けられたマ
RemoveManagedScalingPolicy
ネージドスケーリングポリシー
を削除するためのアクセス許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 836)

RemoveTags

タグ付け

cluster (p. 836)

Amazon EMR リソースからタグ
を削除するためのアクセス許可
を付与

依存アク
ション

cluster* (p. 836)

cluster* (p. 836)

editor (p. 836)
notebookexecution (p. 836)
studio (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)

RunJobFlow

クラスター (ジョブフロー) を作
成して起動するためのアクセス
許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)
elasticmapreduce:RequestTag/
${TagKey} (p. 837)

クラスターの終了保護を追加お
SetTerminationProtection
よび削除するためのアクセス許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartEditor [ア
クセス許可の
み]

EMR Notebooks を開始するため
のアクセス許可を付与

書き込み

EMR Notebooks の実行を開始す
StartNotebookExecution
るためのアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

cluster* (p. 836)
editor* (p. 836)
cluster* (p. 836)
editor* (p. 836)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 836)
aws:TagKeys (p. 836)
elasticmapreduce:RequestTag/
${TagKey} (p. 837)

StopEditor [ア
クセス許可の
み]

EMR Notebooks をシャットダウ
ンするための許可を付与

書き込み

editor* (p. 836)

ノートブックの実行を停止する
StopNotebookExecution
ための許可を付与

書き込み

notebookexecution* (p. 836)

クラスター (ジョブフロー) を終
TerminateJobFlows
了するためのアクセス許可を付
与

書き込み

cluster* (p. 836)

EMR Notebooks から EMR ノー
UnlinkRepository トブックリポジトリへのリンク
[アクセス許可
を解除するためのアクセス許可
のみ]
を付与

書き込み

UpdateEditor
[アクセス許可
のみ]

EMR Notebooks を更新するアク
セス許可を付与

書き込み

EMR Notebooks のリポジトリを
UpdateRepository更新するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

UpdateStudio

EMR Studio に関する情報を更新
するためのアクセス許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

EMR Studio のセッションマッピ
UpdateStudioSessionMapping
ングを更新するためのアクセス
許可を付与

書き込み

studio* (p. 836)

EMR コンソールを使用して、す
ViewEventsFromAllClustersInConsole
べてのクラスターのイベントを
[アクセス許可
表示するためのアクセス許可を
のみ]
付与

リスト
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Amazon Elastic MapReduce で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 828)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 836)

arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterId}

elasticmapreduce:ResourceTag/
${TagKey} (p. 837)
editor

arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:
${Account}:editor/${EditorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 836)
elasticmapreduce:ResourceTag/
${TagKey} (p. 837)

notebookexecution

studio

arn:${Partition}:elasticmapreduce:
${Region}:${Account}:notebook-execution/
${NotebookExecutionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 836)

arn:${Partition}:elasticmapreduce:${Region}:
${Account}:studio/${StudioId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 836)

elasticmapreduce:ResourceTag/
${TagKey} (p. 837)

elasticmapreduce:ResourceTag/
${TagKey} (p. 837)

Amazon Elastic MapReduce の条件キー
Amazon Elastic MapReduce では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

アクションでタグと値のペアが指定されているかどうかに基
づいてアクセスをフィルタリングする

文字列

Amazon EMR リソースに関連付けられているタグと値のペア
によりアクセスをフィルタリングする

文字列

タグ値に関係なく、アクションでタグキーが指定されている
かどうかによりアクセスをフィルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

実行ロール ARN がアクションで指定されているかどうかに
elasticmapreduce:ExecutionRoleArn
よってアクセスをフィルタリング
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条件キー

説明

タイプ

アクションでタグと値のペアが指定されているかどうかに基
elasticmapreduce:RequestTag/
づいてアクセスをフィルタリングする
${TagKey}

文字列

Amazon EMR リソースに関連付けられているタグと値のペア
elasticmapreduce:ResourceTag/
によりアクセスをフィルタリングする
${TagKey}

文字列

Amazon Elastic Transcoder のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Elastic Transcoder (サービスプレフィックス: elastictranscoder) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Elastic Transcoder で定義されるアクション (p. 837)
• Amazon Elastic Transcoder で定義されるリソースタイプ (p. 839)
• Amazon Elastic Transcoder の条件キー (p. 839)

Amazon Elastic Transcoder で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJob

Elastic Transcoder による処理が
まだ開始されていないジョブを
キャンセルします。

書き込み

job* (p. 839)

CreateJob

ジョブの作成

書き込み

pipeline* (p. 839)
preset* (p. 839)

CreatePipeline

パイプラインを作成します。

書き込み

CreatePreset

プリセットの作成

書き込み

DeletePipeline

パイプラインを削除します。

Write

pipeline* (p. 839)

DeletePreset

プリセットを削除します。

Write

preset* (p. 839)

パイプラインに割り当てたジョ
ListJobsByPipelineブのリストを取得します。

リスト

pipeline* (p. 839)

現在の AWS アカウント に関連
ListJobsByStatus 付けられたすべてのジョブのう
ち、指定されたステータスがあ
るものを取得

リスト

ListPipelines

現在の AWS アカウント に関連
付けられているパイプラインの
リストの取得

リスト

ListPresets

現在の AWS アカウント に関連
付けられているプリセットのリ
ストの取得

リスト

ReadJob

ジョブに関する詳細情報を取得
します。

Read

job* (p. 839)

ReadPipeline

パイプラインに関する詳細情報
を取得します。

読み取り

pipeline* (p. 839)

ReadPreset

プリセットに関する詳細情報の
取得

読み取り

preset* (p. 839)

TestRole

パイプラインの設定をテスト
し、Elastic Transcoder がジョブ
を作成・処理できることを確実
にします。

Write

パイプラインの設定を更新しま
す。

Write

UpdatePipeline

pipeline* (p. 839)

パイプラインに対する Amazon
書き込み
UpdatePipelineNotifications
Simple Notification Service
(Amazon SNS) 通知のみを更新し
ます。

pipeline* (p. 839)

パイプラインを一時停止または
UpdatePipelineStatus
再開することにより、パイプ

pipeline* (p. 839)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ラインがジョブ処理を停止また
は再開して、パイプラインのス
テータスを更新

Amazon Elastic Transcoder で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 837)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

job

arn:${Partition}:elastictranscoder:
${Region}:${Account}:job/${JobId}

pipeline

arn:${Partition}:elastictranscoder:
${Region}:${Account}:pipeline/${PipelineId}

preset

arn:${Partition}:elastictranscoder:
${Region}:${Account}:preset/${PresetId}

Amazon Elastic Transcoder の条件キー
Elastic Transcoder には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon ElastiCache のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon ElastiCache (サービスプレフィックス: elasticache) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon ElastiCache で定義されるアクション (p. 840)
• Amazon ElastiCache で定義されるリソースタイプ (p. 853)
• Amazon ElastiCache の条件キー (p. 856)
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Amazon ElastiCache で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
IAM で ElastiCache ポリシーを作成する場合、リソースブロックでワイルドカード「*」を使用す
る必要があります。IAM ポリシーで以下の ElastiCache の API アクションを使用する方法につい
ては、Amazon ElastiCache ユーザーガイドの「ElastiCache のアクションと IAM」を参照してく
ださい。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ElastiCache リソースにタグを追
AddTagsToResource
加する許可を付与。

タグ付け

依存アク
ション

cluster (p. 855)
parametergroup (p. 853)
replicationgroup (p. 854)
reservedinstance (p. 855)
securitygroup (p. 853)
snapshot (p. 855)
subnetgroup (p. 854)
user (p. 856)
usergroup (p. 856)
aws:TagKeys (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

ElastiCache セキュリティグルー
AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
プで EC2 セキュリティグループ
を承認する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
クラスターとレプリケーション
BatchApplyUpdateAction
グループのセットに ElastiCache
サービス更新を適用する許可を
付与。

Write

cluster (p. 855)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
s3:GetObject
replicationgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

クラスターセットで ElastiCache
BatchStopUpdateAction
サービス更新の実行を停止する
許可を付与。

Write

cluster (p. 855)
replicationgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

Amazon EC2 でホストされてい
CompleteMigrationる Redis から ElastiCache への
データのオンライン移行を完了
する許可を付与。

Write

CopySnapshot

Write

既存のスナップショットのコ
ピーを作成する許可を付与。

cluster (p. 855)
replicationgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
snapshot* (p. 855)

elasticache:AddTagsToRe
s3:DeleteObject
s3:GetBucketAcl
s3:PutObject

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
elasticache:KmsKeyId (p. 857)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

キャッシュクラスターを作成す
CreateCacheCluster
る許可を付与。

Write

依存アク
ション

parametergroup* (p. 853) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

elasticache:AddTagsToRe
s3:GetObject
cluster (p. 855)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:EngineType (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:CacheParameterGroupNam
replicationgroup
elasticache:CacheNodeType
(p. 854)
(p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:EngineType (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:CacheParameterGroupNam
securitygroup (p. 853)
snapshot (p. 855)
subnetgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
パラメータグループを作成する
CreateCacheParameterGroup
許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
キャッシュセキュリティグルー
CreateCacheSecurityGroup
プを作成する許可を付与。

Write

securitygroup* (p. 853)

elasticache:AddTagsToRe

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

キャッシュサブネットグループ
CreateCacheSubnetGroup
を作成する許可を付与。

Write

subnetgroup* (p. 854)

elasticache:AddTagsToRe

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

グローバルレプリケーショング
CreateGlobalReplicationGroup
ループを作成する許可を付与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)
replicationgroup* (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

レプリケーショングループを作
CreateReplicationGroup
成する許可を付与。

Write

parametergroup* (p. 853) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

elasticache:AddTagsToRe
s3:GetObject
cluster (p. 855)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

globalreplicationgroup
elasticache:NumNodeGroups
(p. 856)
(p. 857)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:EngineType (p. 857)

elasticache:AtRestEncryptionEnabled (p

elasticache:TransitEncryptionEnabled (

elasticache:AutomaticFailoverEnabled (
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:ClusterModeEnabled (p. 85

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.
elasticache:KmsKeyId (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

replicationgroup
aws:RequestTag/
(p. 854)
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
elasticache:NumNodeGroups (p. 857)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:EngineType (p. 857)

elasticache:AtRestEncryptionEnabled (p

elasticache:TransitEncryptionEnabled (

elasticache:AutomaticFailoverEnabled (
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:ClusterModeEnabled (p. 85

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.
elasticache:KmsKeyId (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
securitygroup (p. 853)
snapshot (p. 855)
subnetgroup (p. 854)
usergroup (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
特定の時点で Redis クラスター
CreateSnapshot 全体のコピーを作成する許可を
付与。

Write

snapshot* (p. aws:RequestTag/
855)
elasticache:AddTagsToRe
${TagKey} (p. 857)
s3:DeleteObject
aws:TagKeys (p. 857)
s3:GetBucketAcl
elasticache:KmsKeyId (p. 857)
s3:PutObject
cluster (p. 855)
replicationgroup (p. 854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
CreateUser

Redis エンジンバージョン 6.x 以
降の Redis ユーザーを作成する
許可を付与。

Write

user* (p. 856)

elasticache:AddTagsToRe

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

Redis エンジンバージョン 6.x 以
CreateUserGroup 降の Redis ユーザーグループを
作成する許可を付与。

Write

user* (p. 856)

elasticache:AddTagsToRe

usergroup* (p.aws:RequestTag/
856)
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

グローバルレプリケーショング
DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
ループ内のノードグループの数
を減らすアクセス許可を付与し
ます。

Write

Redis (クラスターモード無効
DecreaseReplicaCount
化) レプリケーショングループ
のレプリカ数、または Redis (ク
ラスターモード有効化) レプリ
ケーショングループの 1 つ以上
のノードグループ (シャード) の
レプリカノードの数を減らすア
クセス許可を付与します。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)
elasticache:NumNodeGroups (p. 857)

replicationgroup* (p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.

以前にプロビジョニングされた
DeleteCacheCluster
クラスターを削除する許可を付
与

Write

cluster* (p. 855)
aws:ResourceTag/
ec2:CreateNetworkInterfa
${TagKey} (p. 857)
ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
snapshot (p. 855)
Write

DeleteCacheParameterGroup
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたキャッシュパラメー
タグループを削除する許可を付
与。

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam

キャッシュセキュリティグルー
DeleteCacheSecurityGroup
プを削除する許可を付与。

Write

キャッシュサブネットグループ
DeleteCacheSubnetGroup
を削除する許可を付与。

Write

securitygroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
subnetgroup* (p. 854)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
既存のグローバルレプリケー
DeleteGlobalReplicationGroup
ショングループを削除する許可
を付与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)

既存のレプリケーショングルー
DeleteReplicationGroup
プを削除する許可を付与。

Write

replicationgroup*
aws:ResourceTag/
(p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa
${TagKey} (p. 857)
ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
snapshot (p. 855)
既存のスナップショットを削除
DeleteSnapshot する許可を付与。

Write

DeleteUser

既存のユーザーを削除して、そ
のユーザーを割り当てられたす
べてのユーザーグループとレプ
リケーショングループから削除
する許可を付与。

Write

既存のユーザーグループを削除
DeleteUserGroup する許可を付与。

Write

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
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user* (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
usergroup* (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

リスト

DescribeCacheClusters

snapshot* (p. 855)

cluster* (p. 855)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロビジョンドキャッシュクラ
スターに関する情報を一覧表示
する許可を付与。

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

利用可能なキャッシュエンジン
DescribeCacheEngineVersions
とそのバージョンをリストする
ためのアクセス許可を付与する

リスト

キャッシュパラメータグループ
DescribeCacheParameterGroups
の説明を一覧表示する許可を付
与。

リスト

特定のキャッシュパラメータグ
DescribeCacheParameters
ループの詳細なパラメータリス
トを取得する許可を付与。

リスト

キャッシュセキュリティグルー
DescribeCacheSecurityGroups
プの説明を一覧表示する許可を
付与。

リスト

キャッシュサブネットグループ
DescribeCacheSubnetGroups
の説明を一覧表示する許可を付
与。

リスト

指定されたキャッシュエンジン
DescribeEngineDefaultParameters
のデフォルトのエンジンおよび
システムパラメータ情報を取得
する許可を付与。

リスト

クラスター、キャッシュセキュ
DescribeEvents リティグループ、キャッシュパ
ラメータグループに関連するイ
ベントを一覧表示する許可を付
与。

リスト

グローバルレプリケーショング
DescribeGlobalReplicationGroups
ループに関する情報を一覧表示
する許可を付与。

リスト

globalreplicationgroup* (p. 856)

プロビジョンドレプリケーショ
DescribeReplicationGroups
ングループに関する情報を一覧
表示する許可を付与。

リスト

replicationgroup* (p. 854)

購入したリザーブドキャッシュ
DescribeReservedCacheNodes
ノードに関する情報を一覧表示
する許可を付与。

リスト

利用可能なリザーブドキャッ
DescribeReservedCacheNodesOfferings
シュノードを一覧表示する許可
を付与。

リスト
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parametergroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
parametergroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
securitygroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
subnetgroup* (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
reservedinstance* (p. 855)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービス更新の詳細を一覧表示
DescribeServiceUpdates
する許可を付与。

リスト

クラスターまたはレプリケー
DescribeSnapshots
ショングループのスナップ
ショットに関する情報を一覧表
示する許可を付与。

リスト

クラスターまたはレプリケー
DescribeUpdateActions
ショングループのセットの更新
アクションの詳細を一覧表示す
る許可を付与。

リスト

Redis ユーザーグループに関す
DescribeUserGroups
る情報を一覧表示する許可を付
与。

リスト

DescribeUsers

リスト

Redis ユーザーに関する情報を一
覧表示する許可を付与。

依存アク
ション

snapshot* (p. 855)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
cluster (p. 855)
replicationgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
usergroup* (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
user* (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

グローバルレプリケーショング
DisassociateGlobalReplicationGroup
ループからセカンダリレプリ
ケーショングループを削除する
許可を付与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)

グローバルレプリケーショング
FailoverGlobalReplicationGroup
ループで選択したセカンダリ
リージョンにプライマリリー
ジョンをフェイルオーバーする
許可を付与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)

グローバルレプリケーショング
IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
ループのノードグループ数を
増やすアクセス許可を付与しま
す。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)

Redis (クラスターモード無効
IncreaseReplicaCount
化) レプリケーショングループ
のレプリカ数、または Redis (ク
ラスターモード有効化) レプリ
ケーショングループの 1 つ以上
のノードグループ (シャード) の
レプリカノードの数を増やすア
クセス許可を付与します。

Write

elasticache:NumNodeGroups (p. 857)

replicationgroup* (p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の Redis クラスターまたは
ListAllowedNodeTypeModifications
レプリケーショングループのス
ケーリングに使用できるノード
タイプを一覧表示する許可を付
与。

リスト

ElastiCache リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与。

Read

依存アク
ション

cluster (p. 855)
replicationgroup (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
cluster (p. 855)
parametergroup (p. 853)
replicationgroup (p. 854)
reservedinstance (p. 855)
securitygroup (p. 853)
snapshot (p. 855)
subnetgroup (p. 854)
user (p. 856)
usergroup (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

クラスターの設定を変更する許
ModifyCacheCluster
可を付与。

Write

cluster* (p. 855)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:CacheParameterGroupNam
parametergroup (p. 853)
securitygroup (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
キャッシュパラメータグループ
ModifyCacheParameterGroup
のパラメータを変更する許可を
付与。

Write

parametergroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
既存のキャッシュサブネットグ
ModifyCacheSubnetGroup
ループを変更する許可を付与。
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Write

subnetgroup* (p. 854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
グローバルレプリケーショング
ModifyGlobalReplicationGroup
ループの設定を変更する許可を
付与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)

elasticache:AutomaticFailoverEnabled (
レプリケーショングループの設
ModifyReplicationGroup
定を変更する許可を付与。

Write

replicationgroup*
elasticache:CacheNodeType
(p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa
(p. 857)

elasticache:EngineVersion
ec2:DeleteNetworkInterfac
(p. 857)

elasticache:AutomaticFailoverEnabled
ec2:DescribeNetworkInter(
elasticache:MultiAZEnabled
ec2:DescribeSubnets
(p. 857)

elasticache:AuthTokenEnabled
ec2:DescribeVpcs (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:CacheParameterGroupNam
parametergroup (p. 853)
securitygroup (p. 853)
usergroup (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
レプリケーショングループの既
ModifyReplicationGroupShardConfiguration
存のシャード間でシャードの
追加、シャードの削除、または
キースペースの再調整を行うア
クセス許可を付与します。

Write

replicationgroup* (p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
elasticache:NumNodeGroups (p. 857)

ModifyUser

Redis ユーザーのパスワードまた
はアクセス文字列を変更する許
可を付与。

ユーザーグループに属するユー
ModifyUserGroup ザーのリストを変更する許可を
付与。
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Write

user* (p. 856)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

Write

user* (p. 856)
usergroup* (p. 856)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
リザーブドキャッシュノードの
PurchaseReservedCacheNodesOffering
提供を購入する許可を付与。

Write

reservedinstance* (p. 855)

elasticache:AddTagsToRe

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
スロットを再配布し、グローバ
RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup
ルレプリケーショングループ
内の既存のシャード間で統一さ
れたキーを配布することを保証
するために、キースペースリバ
ランス操作を実行する許可を付
与。

Write

globalreplicationgroup* (p. 856)

プロビジョンドキャッシュクラ
RebootCacheCluster
スターまたはレプリケーション
グループ内のキャッシュノード
の一部またはすべてを再起動す
る許可を付与 (クラスターモード
は無効化)。

Write

cluster* (p. 855)

ElastiCache リソースからタグを
RemoveTagsFromResource
削除する許可を付与。

タグ付け

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

cluster (p. 855)
parametergroup (p. 853)
replicationgroup (p. 854)
reservedinstance (p. 855)
securitygroup (p. 853)
snapshot (p. 855)
subnetgroup (p. 854)
user (p. 856)
usergroup (p. 856)
aws:TagKeys (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

キャッシュパラメータグループ
ResetCacheParameterGroup
のパラメータをデフォルト値に
戻すためのアクセス許可を付与
します。

Write

依存アク
ション

parametergroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
ElastiCache セキュリティグルー
RevokeCacheSecurityGroupIngress
プから EC2 セキュリティグルー
プの進入を削除する許可を付
与。

Write

StartMigration

Amazon EC2 でホストされて
いる Redis から ElastiCache for
Redis へのデータの移行を開始す
る許可を付与。

Write

レプリケーショングループ内の
指定されたノードグループで自
動フェイルオーバーをテストす
る許可を付与。

Write

TestFailover

securitygroup* (p. 853)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
replicationgroup* (p. 854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

replicationgroup* (p. 854) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)

Amazon ElastiCache で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 840)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:elasticache:
parametergroup ${Region}:${Account}:parametergroup:
${CacheParameterGroupName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
securitygroup

arn:${Partition}:elasticache:
${Region}:${Account}:securitygroup:
${CacheSecurityGroupName}
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
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リソースタイプ ARN

条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

subnetgroup

arn:${Partition}:elasticache:
${Region}:${Account}:subnetgroup:
${CacheSubnetGroupName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

arn:${Partition}:elasticache:
replicationgroup ${Region}:${Account}:replicationgroup:
${ReplicationGroupId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

elasticache:AtRestEncryptionEnabled (p

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:AutomaticFailoverEnabled (
elasticache:CacheNodeType (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam

elasticache:ClusterModeEnabled (p. 85
elasticache:EngineType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:KmsKeyId (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)
elasticache:NumNodeGroups (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:TransitEncryptionEnabled (
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リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)

arn:${Partition}:elasticache:${Region}:
${Account}:cluster:${CacheClusterId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)
elasticache:CacheNodeType (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam
elasticache:EngineType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.
reservedinstance

arn:${Partition}:elasticache:
${Region}:${Account}:reserved-instance:
${ReservedCacheNodeId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

snapshot

arn:${Partition}:elasticache:${Region}:
${Account}:snapshot:${SnapshotName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)
elasticache:KmsKeyId (p. 857)
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:elasticache::
globalreplicationgroup
${Account}:globalreplicationgroup:
${GlobalReplicationGroupId}

elasticache:AtRestEncryptionEnabled (p

elasticache:AuthTokenEnabled (p. 857)

elasticache:AutomaticFailoverEnabled (
elasticache:CacheNodeType (p. 857)

elasticache:CacheParameterGroupNam

elasticache:ClusterModeEnabled (p. 85
elasticache:EngineType (p. 857)
elasticache:EngineVersion (p. 857)
elasticache:KmsKeyId (p. 857)
elasticache:MultiAZEnabled (p. 857)
elasticache:NumNodeGroups (p. 857)
elasticache:ReplicasPerNodeGroup (p.

elasticache:SnapshotRetentionLimit (p.

elasticache:TransitEncryptionEnabled (
user

arn:${Partition}:elasticache:${Region}:
${Account}:user:${UserId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

usergroup

arn:${Partition}:elasticache:${Region}:
${Account}:usergroup:${UserGroupId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 857)
aws:TagKeys (p. 857)

Amazon ElastiCache の条件キー
Amazon ElastiCache では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。

Note
IAM ポリシーの条件で ElastiCache へのアクセスを制御する方法については、Amazon
ElastiCache ユーザーガイドの「ElastiCache キー」を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リクエストに存在する AtRestEncryptionEnabled パラメー
elasticache:AtRestEncryptionEnabled
タ、またはパラメータが存在しない場合はデフォルト false
値によって、アクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエスト内の空でない AuthToken パラメータが存在するこ
elasticache:AuthTokenEnabled
とでアクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエスト内の AutomaticFailoverEnabled パラメータでアク
elasticache:AutomaticFailoverEnabled
セスをフィルタリングします。

Bool

リクエストに存在する cacheNodeType パラメータでアクセ
elasticache:CacheNodeType
スをフィルタリングします。このキーを使用して、クラス
ターの作成またはスケーリング操作に使用できるキャッシュ
ノードタイプを制限できます。

文字列

リクエスト内の CacheParameterGroupName パラメータでア
elasticache:CacheParameterGroupName
クセスをフィルタリングします。

文字列

リクエストに存在するクラスターモードのパラメータでアク
elasticache:ClusterModeEnabled
セスをフィルタリングします。単一ノードグループ (シャー
ド) 作成のデフォルト値は false です。

Bool

作成リクエストに存在するエンジンタイプでアクセスを
elasticache:EngineType
フィルタリングします。レプリケーショングループの作成
では、パラメータが存在しない場合、デフォルトのエンジン
「Redis」がキーとして使用されます。

文字列

作成リクエストまたはクラスター変更リクエストに存在する
elasticache:EngineVersion
engineVersion パラメータでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

リクエスト内の KmsKeyId パラメータでアクセスをフィルタ
elasticache:KmsKeyIdリングします。

文字列

AzMode パラメータ、MultiAZEnabled パラメータ、またはク
elasticache:MultiAZEnabled
ラスターやレプリケーショングループを配置できるアベイラ
ビリティーゾーンの数でアクセスをフィルタリングします。

Bool

リクエストで指定された NumNodeGroups または
elasticache:NumNodeGroups
NodeGroupCount パラメータでアクセスをフィルタリングし
ます。このキーを使用して、作成またはスケーリング操作後
にクラスターが持つことができるノードグループ (シャード)
の数を制限できます。

数値

作成またはスケーリングリクエストで指定されたノードグ
elasticache:ReplicasPerNodeGroup
ループ (シャード) ごとのレプリカの数でアクセスをフィルタ
リングします。

数値
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条件キー

説明

タイプ

リクエスト内の SnapshotRetentionLimit パラメータでアクセ
elasticache:SnapshotRetentionLimit
スをフィルタリングします。

数値

リクエストに存在する TransitEncryptionEnabled パラメー
elasticache:TransitEncryptionEnabled
タ、またはパラメータが存在しない場合はデフォルト false
値によって、アクセスをフィルタリングします。

Bool

AWS Elemental アプライアンスとソフトウェアのアク
ション、リソース、および条件キー
AWS Elemental Appliances and Software (サービスプレフィックス: elemental-appliancessoftware) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアク
ション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental Appliances and Software で定義されるアクション (p. 858)
• AWS Elemental Appliances and Software で定義されるリソースタイプ (p. 859)
• AWS Elemental Appliances and Software の条件キー (p. 860)

AWS Elemental Appliances and Software で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateQuote
[アクセス許可
のみ]

見積りを作成するアクセス許可
を付与

タグ付け

依存アク
ション

quote* (p. 859)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 860)
aws:TagKeys (p. 860)

GetQuote [ア
クセス許可の
み]

見積りを記述するアクセス許可
を付与

読み込み

ListQuotes [ア
クセス許可の
み]

ユーザーアカウントの見積りを
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

quote* (p. 859)

AWS Elemental Appliances and
ListTagsForResource
Software のリソースのタグを一
[アクセス許可
覧表示するアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

quote (p. 859)

TagResource
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

quote (p. 859)

AWS Elemental Appliances and
Software のリソースにタグ付け
するアクセス許可を付与

aws:TagKeys (p. 860)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 860)

AWS Elemental Appliances and
UntagResource Software のリソースからタグを
[アクセス許可
削除するアクセス許可を付与
のみ]

タグ付け

UpdateQuote
[アクセス許可
のみ]

書き込み

見積りを変更するアクセス許可
を付与

quote (p. 859)
aws:TagKeys (p. 860)
quote* (p. 859)

AWS Elemental Appliances and Software で定義されるリソース
タイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 858)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

quote

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 860)

arn:${Partition}:elemental-appliancessoftware:${Region}:${Account}:quote/
${ResourceId}
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AWS Elemental Appliances and Software の条件キー
AWS Elemental Appliances and Software では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条
件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り
込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

リソースタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

タグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Elemental Appliances and Software Activation
Service のアクション、リソース、および条件キー
AWS Elemental Appliances and Software Activation Service (サービスプレフィックス: elementalactivations) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースや
アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental Appliances and Software Activation Service で定義されるアクション (p. 860)
• AWS Elemental Appliances and Software Activation Service で定義されるリソースタイプ (p. 862)
• AWS Elemental Appliances and Software Activation Service の条件キー (p. 862)

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service で定
義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて

860

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elemental Appliances and Software Activation Service

います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Elemental Appliances and
CompleteAccountRegistration
Software Purchases のお客様の
[アクセス許可
アカウントを登録するプロセス
のみ]
を完了するアクセス許可を付与

読み込み

AWS Elemental Appliances and
CompleteFileUpload
Software Purchases のソフト
[アクセス許可
ウェアファイルをアップロード
のみ]
するプロセスを完了するアクセ
ス許可を付与

読み込み

AWS Elemental Appliances and
DownloadSoftwareSoftware Purchases のソフト
[アクセス許可
ウェアファイルをダウンロード
のみ]
するアクセス許可を付与

読み込み

AWS Elemental Appliances and
GenerateLicensesSoftware Purchases のソフト
[アクセス許可
ウェアライセンスを生成するア
のみ]
クセス許可を付与

読み込み

GetActivation
[アクセス許可
のみ]

アクティベーションを記述する
許可を付与

読み込み

activation* (p. 862)

AWS Elemental Activations リ
ListTagsForResource
ソースのタグを一覧表示する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

読み込み

activation (p. 862)

AWS Elemental Appliances and
StartAccountRegistration
Software Purchases のお客様の
[アクセス許可
アカウントを登録するプロセス
のみ]
を開始するアクセス許可を付与

読み込み

StartFileUpload
[アクセス許可
のみ]

AWS Elemental Appliances and
Software Purchases 用のソフト
ウェアファイルをアップロード
するプロセスを開始するアクセ
ス許可を付与

読み込み

TagResource
[アクセス許可
のみ]

AWS Elemental Activations リ
ソースのタグを追加するアクセ
ス許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

activation (p. 862)
aws:TagKeys (p. 862)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 862)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Elemental Activations リ
UntagResource ソースからタグを削除するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

タグ付け

依存アク
ション

activation (p. 862)
aws:TagKeys (p. 862)

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service で定
義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 860)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

activation

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 862)

arn:${Partition}:elemental-activations:
${Region}:${Account}:activation/
${ResourceId}

AWS Elemental Appliances and Software Activation Service の条
件キー
AWS Elemental Appliances and Software Activation Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使
用できる以下の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される
条件をさらに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照し
てください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグによりアクセスをフィルタリング
する

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS Elemental MediaConnect のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Elemental MediaConnect (サービスプレフィックス: mediaconnect) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaConnect で定義されるアクション (p. 863)
• AWS Elemental MediaConnect で定義されるリソースタイプ (p. 865)
• AWS Elemental MediaConnect の条件キー (p. 865)

AWS Elemental MediaConnect で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メディアストリームをフローに
AddFlowMediaStreams
追加する許可を付与

Write

出力をフローに追加する許可を
AddFlowOutputs 付与

Write

ソースをフローに追加する許可
AddFlowSources を付与

Write

VPC インターフェイスをフロー
AddFlowVpcInterfaces
に追加する許可を付与

Write

CreateFlow

Write

フローを作成する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteFlow

トピックを削除する許可を付与

Write

DescribeFlow

フローの ARN、名前、アベイラ
ビリティーゾーンなどのフロー
の詳細、およびソース、出力、
資格についての詳細を表示する
許可を付与

Read

サービスの詳細を表示する許可
DescribeOffering を付与

Read

予約の詳細を表示する許可を付
DescribeReservation
与

Read

フローで資格を与えるアクセス
GrantFlowEntitlements
許可を付与

Write

アカウントに与えられたすべて
ListEntitlements の資格のリストを表示する許可
を付与

リスト

ListFlows

このアカウントに関連付けられ
ているフローのリストを表示す
る許可を付与

リスト

ListOfferings

現在の AWS リージョン のア
カウントで利用可能なすべての
サービスのリストを表示するア
クセス許可を付与

リスト

現在の AWS リージョン でアカ
ListReservations ウントが購入したすべての予約
のリストを表示するアクセス許
可を付与

リスト

リソースに関連付けられたすべ
ListTagsForResource
てのタグのリストを表示する許
可を付与

Read

サービスを購入する許可を付与

Write

フローからソースを削除する許
RemoveFlowMediaStream
可を付与

Write

フローから出力を削除する許可
RemoveFlowOutput
を付与

Write

フローからソースを削除する許
RemoveFlowSource
可を付与

Write

フローから VPC インターフェイ
RemoveFlowVpcInterface
スを削除する許可を付与

Write

フローで資格を取り消すアクセ
RevokeFlowEntitlement
ス許可を付与

Write

PurchaseOffering
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartFlow

フローを開始する許可を付与

Write

StopFlow

フローを停止する許可を付与

Write

TagResource

タグをリソースに関連付けるア
クセス許可を付与

タグ付け

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

UpdateFlow

Write

フローを更新する許可を付与

フローに関する資格を更新する
UpdateFlowEntitlement
許可を付与

Writ

フローに関する資格を更新する
UpdateFlowMediaStream
許可を付与

Write

フローで出力を更新する許可を
UpdateFlowOutput付与

Write

フローでソースを更新する許可
UpdateFlowSource
を付与

Write

依存アク
ション

AWS Elemental MediaConnect で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 863)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Entitlement

arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:
${Account}:entitlement:${FlowId}:
${EntitlementName}

Flow

arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:
${Account}:flow:${FlowId}:${FlowName}

Output

arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:
${Account}:output:${OutputId}:${OutputName}

Source

arn:${Partition}:mediaconnect:${Region}:
${Account}:source:${SourceId}:${SourceName}

AWS Elemental MediaConnect の条件キー
MediaConnect には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS Elemental MediaConvert のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Elemental MediaConvert (サービスプレフィックス: mediaconvert) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaConvert で定義されるアクション (p. 866)
• AWS Elemental MediaConvert で定義されるリソースタイプ (p. 869)
• AWS Elemental MediaConvert の条件キー (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Certificate Manager (ACM)
AssociateCertificate
の Amazon リソースネーム
(ARN) を、AWS Elemental
MediaConvert に関連付けるため
のアクセス許可を付与する

書き込み

CancelJob

書き込み

キューで待機している AWS
Elemental MediaConvert ジョブ
をキャンセルするアクセス許可
を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateJob

AWS Elemental MediaConvert
ジョブを作成および送信するア
クセス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

JobTemplate (p. 870)
Preset (p. 870)
Queue (p. 870)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert カ
CreateJobTemplate
スタムジョブテンプレートを作
成するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

Preset (p. 870)
Queue (p. 870)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)

CreatePreset

CreateQueue

AWS Elemental MediaConvert カ
スタム出力プリセットを作成す
るアクセス許可を付与します

書き込み

AWS Elemental MediaConvert
ジョブキューを作成するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert カ
DeleteJobTemplate
スタムジョブテンプレートを削
除するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

DeletePolicy

AWS Elemental MediaConvert ポ
リシーを削除するためのアクセ
ス許可を付与する

書き込み

DeletePreset

AWS Elemental MediaConvert カ
スタム出力プリセットを削除す
るアクセス許可を付与します

書き込み

Preset* (p. 870)

DeleteQueue

AWS Elemental MediaConvert
ジョブキューを削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

Queue* (p. 870)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウント固有のエンドポイ
DescribeEndpointsントに対するリクエストを送
信することによって、AWS
Elemental MediaConvert サービ
スにサブスクライブするアクセ
ス許可を付与します。すべての
トランスコーディングリクエス
トは、サービスが返すエンドポ
イントに送信される必要があり
ます。

リスト

AWS Certificate Manager (ACM)
DisassociateCertificate
証明書の Amazon リソースネー
ム (ARN) と AWS Elemental
MediaConvert リソースとの関連
付けを、削除するためのアクセ
ス許可を付与する

書き込み

GetJob

AWS Elemental MediaConvert
ジョブを取得するアクセス許可
を付与します

読み込み

Job* (p. 869)

AWS Elemental MediaConvert
GetJobTemplate ジョブテンプレートを取得する
アクセス許可を付与します

読み込み

JobTemplate* (p. 870)

GetPolicy

AWS Elemental MediaConvert ポ
リシーを取得するためのアクセ
ス許可を付与する

読み込み

GetPreset

AWS Elemental MediaConvert 出
力プリセットを取得するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

Preset* (p. 870)

GetQueue

AWS Elemental MediaConvert
ジョブキューを取得するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

Queue* (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert
ListJobTemplates ジョブテンプレートを一覧表示
するアクセス許可を付与します

リスト

ListJobs

AWS Elemental MediaConvert
ジョブを一覧表示するアクセス
許可を付与します

リスト

ListPresets

AWS Elemental MediaConvert 出
力プリセットを一覧表示するア
クセス許可を付与します

リスト

ListQueues

AWS Elemental MediaConvert
ジョブキューを一覧表示するア
クセス許可を付与します

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

MediaConvert キュー、プリセッ
ListTagsForResource
ト、またはジョブテンプレート
のタグを取得する許可を付与。

読み込み

依存アク
ション

JobTemplate (p. 870)
Preset (p. 870)
Queue (p. 870)

PutPolicy

AWS Elemental MediaConvert ポ
リシーを配置するためのアクセ
ス許可を付与する

書き込み

TagResource

MediaConvert キュー、プリセッ
ト、またはジョブテンプレート
にタグを追加する許可を付与。

タグ付け

JobTemplate (p. 870)
Preset (p. 870)
Queue (p. 870)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)

MediaConvert キュー、プリセッ
UntagResource ト、またはジョブテンプレート
からタグを削除する許可を付
与。

タグ付け

JobTemplate (p. 870)
Preset (p. 870)
Queue (p. 870)
aws:TagKeys (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert カ
UpdateJobTemplate
スタムジョブテンプレートを更
新するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

JobTemplate* (p. 870)

UpdatePreset

AWS Elemental MediaConvert カ
スタム出力プリセットを更新す
るアクセス許可を付与します

書き込み

Preset* (p. 870)

UpdateQueue

AWS Elemental MediaConvert
ジョブキューを更新するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

Queue* (p. 870)

Preset (p. 870)
Queue (p. 870)

AWS Elemental MediaConvert で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 866)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Job

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 870)

arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:
${Account}:jobs/${JobId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

Queue

arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:
${Account}:queues/${QueueName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 870)

Preset

arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:
${Account}:presets/${PresetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 870)

JobTemplate

arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:
${Account}:jobTemplates/${JobTemplateName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 870)

arn:${Partition}:mediaconvert:${Region}:
CertificateAssociation
${Account}:certificates/${CertificateArn}

AWS Elemental MediaConvert の条件キー
AWS Elemental MediaConvert では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアでアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Elemental MediaLive のアクション、リソース、
および条件キー
AWS Elemental MediaLive (サービスプレフィックス: medialive) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaLive で定義されるアクション (p. 871)
• AWS Elemental MediaLive で定義されるリソースタイプ (p. 875)
• AWS Elemental MediaLive の条件キー (p. 876)
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AWS Elemental MediaLive で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

入力デバイス転送を受け入れる
AcceptInputDeviceTransfer
アクセス許可を付与

書き込み

BatchDelete

チャネル、入力、入力セキュリ
ティグループ、およびマルチプ
レックスを削除する許可を付与

書き込み

BatchStart

チャンネルとマルチプレックス
を開始する許可を付与

書き込み

BatchStop

チャンネルとマルチプレックス
を停止する許可を付与

書き込み

チャネルのスケジュールにアク
BatchUpdateSchedule
ションを追加および削除する許
可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

入力デバイス転送をキャンセル
CancelInputDeviceTransfer
する許可を付与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

ClaimDevice

入力デバイスを請求する許可を
付与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

CreateChannel チャネルを作成する許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

依存アク
ション

inputdevice* (p. 876)

input* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)
CreateInput

入力を作成する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

inputsecuritygroup* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)
入力セキュリティグループを作
CreateInputSecurityGroup
成する許可を付与

書き込み

inputsecuritygroup* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)

マルチプレックスを作成する許
CreateMultiplex 可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)

マルチプレックスプログラムを
CreateMultiplexProgram
作成する許可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

パートナーリソースを作成する
CreatePartnerInput
許可を付与

書き込み

input* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)

CreateTags

チャネル、入力、入力セキュリ
ティグループ、マルチプレック
ス、および予約用のタグを作成
する許可を付与

タグ付け

channel (p. 876)
input (p. 876)
inputsecuritygroup (p. 876)
multiplex (p. 876)
reservation (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)

DeleteChannel

チャネルを削除する許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

DeleteInput

入力を削除する許可を付与

書き込み

input* (p. 876)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

入力セキュリティグループを削
DeleteInputSecurityGroup
除する許可を付与

書き込み

inputsecuritygroup* (p. 876)

マルチプレックスを削除する許
可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

マルチプレックスプログラムを
DeleteMultiplexProgram
削除する許可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

期限切れの予約を削除する許可
DeleteReservationを付与

書き込み

reservation* (p. 876)

チャンネルのすべてのスケ
DeleteSchedule ジュールアクションを削除する
許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

DeleteTags

タグ付け

channel (p. 876)

DeleteMultiplex

チャネル、入力、入力セキュリ
ティグループ、マルチプレック
ス、および予約からタグを削除
する許可を付与

依存アク
ション

input (p. 876)
inputsecuritygroup (p. 876)
multiplex (p. 876)
reservation (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)

チャネルに関する詳細を取得す
DescribeChannel る許可を付与

読み込み

channel* (p. 876)

DescribeInput

読み込み

input* (p. 876)

入力デバイスを記述する許可を
DescribeInputDevice
付与

読み込み

inputdevice* (p. 876)

入力デバイスのサムネイルを記
DescribeInputDeviceThumbnail
述する許可を付与

読み込み

inputdevice* (p. 876)

入力セキュリティグループを記
DescribeInputSecurityGroup
述する許可を付与

読み込み

inputsecuritygroup* (p. 876)

マルチプレックスを記述する許
DescribeMultiplex 可を付与

読み込み

multiplex* (p. 876)

マルチプレックスプログラムを
DescribeMultiplexProgram
記述する許可を付与

読み込み

multiplex* (p. 876)

予約サービスに関する詳細を取
DescribeOffering 得する許可を付与

読み込み

offering* (p. 876)

予約に関する詳細を取得する許
DescribeReservation
可を付与

読み込み

reservation* (p. 876)

入力を記述する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

チャネルでスケジュールされて
DescribeScheduleいるアクションのリストを表示
する許可を付与

読み込み

ListChannels

チャネルを一覧表示する許可を
付与。

リスト

入力デバイスを一覧表示する許
ListInputDeviceTransfers
可を付与

リスト

入力デバイスを一覧表示する許
ListInputDevices 可を付与。

リスト

入力セキュリティグループを一
ListInputSecurityGroups
覧表示する許可を付与。

リスト

ListInputs

入力を一覧表示する許可を付与

リスト

マルチプレックスプログラムを
ListMultiplexPrograms
一覧表示する許可を付与

リスト

ListMultiplexes

マルチプレックスを一覧表示す
る許可を付与

リスト

ListOfferings

予約サービスを一覧表示する許
可を付与

リスト

予約を一覧表示する許可を付
ListReservations 与。

リスト

チャネル、入力、入力セキュリ
ListTagsForResource
ティグループ、マルチプレック
ス、および予約用のタグを一覧
表示する許可を付与

リスト

依存アク
ション

channel* (p. 876)

channel (p. 876)
input (p. 876)
inputsecuritygroup (p. 876)
multiplex (p. 876)
reservation (p. 876)

予約サービスを購入する許可を
PurchaseOffering 付与

書き込み

offering* (p. 876)
reservation* (p. 876)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)

入力デバイスを再起動する許可
RebootInputDevice
を付与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

入力デバイス転送を拒否する許
RejectInputDeviceTransfer
可を付与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

874

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elemental MediaLive

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartChannel

チャネルを開始する許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

入力デバイスのメンテナンス
StartInputDeviceMaintenanceWindow
ウィンドウを開始する許可を付
与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

StartMultiplex

マルチプレックスを開始する許
可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

StopChannel

チャネルを停止する許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

StopMultiplex

マルチプレックスを停止する許
可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

入力デバイスを転送する許可を
TransferInputDevice
付与

書き込み

inputdevice* (p. 876)

チャネルを更新する許可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

チャネルのクラスを更新する許
UpdateChannelClass
可を付与

書き込み

channel* (p. 876)

UpdateInput

書き込み

input* (p. 876)

入力デバイスを更新する許可を
UpdateInputDevice
付与。

書き込み

inputdevice* (p. 876)

入力セキュリティグループを更
UpdateInputSecurityGroup
新する許可を付与

書き込み

inputsecuritygroup* (p. 876)

UpdateChannel

入力を更新する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 876)
aws:TagKeys (p. 876)
マルチプレックスを更新する許
UpdateMultiplex 可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

マルチプレックスプログラムを
UpdateMultiplexProgram
更新する許可を付与

書き込み

multiplex* (p. 876)

予約を更新する許可を付与
UpdateReservation

書き込み

reservation* (p. 876)

AWS Elemental MediaLive で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 871)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

channel

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:channel:${ChannelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 876)

input

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:input:${InputId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 876)

input-device

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:inputDevice:${DeviceId}

input-securitygroup

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:inputSecurityGroup:
${InputSecurityGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 876)

multiplex

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:multiplex:${MultiplexId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 876)

reservation

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:reservation:${ReservationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 876)

offering

arn:${Partition}:medialive:${Region}:
${Account}:offering:${OfferingId}

AWS Elemental MediaLive の条件キー
AWS Elemental MediaLive では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Elemental MediaPackage のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Elemental MediaPackage (サービスプレフィックス: mediapackage) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaPackage で定義されるアクション (p. 877)
• AWS Elemental MediaPackage で定義されるリソースタイプ (p. 879)
• AWS Elemental MediaPackage の条件キー (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ConfigureLogs

チャネルのアクセスログを設定
する許可を付与

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR

CreateChannel AWS Elemental MediaPackage
でチャネルを作成する許可を付
与

書き込み

AWS Elemental MediaPackage
CreateHarvestJobでチャネルで収穫ジョブを作成
する許可を付与

書き込み

AWS Elemental MediaPackage
CreateOriginEndpoint
でエンドポイントを作成する許
可を付与

書き込み

DeleteChannel

AWS Elemental MediaPackage
でチャネルを削除する許可を付
与

書き込み

channels* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
DeleteOriginEndpoint
でエンドポイントを削除する許
可を付与

書き込み

origin_endpoints* (p. 879)
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 879)
aws:TagKeys (p. 879)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 879)
aws:TagKeys (p. 879)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 879)
aws:TagKeys (p. 879)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Elemental MediaPackage
DescribeChannel でチャネルの詳細を表示する許
可を付与

読み込み

channels* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
DescribeHarvestJob
で収穫ジョブの詳細を表示する
許可を付与

読み込み

harvest_jobs* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
DescribeOriginEndpoint
でエンドポイントの詳細を表示
する許可を付与

読み込み

origin_endpoints* (p. 879)

ListChannels

AWS Elemental MediaPackage
でチャネルのリストを表示する
許可を付与

読み込み

AWS Elemental MediaPackage
ListHarvestJobs で収穫ジョブのリストを表示す
る許可を付与

読み込み

AWS Elemental MediaPackage
ListOriginEndpoints
でエンドポイントのリストを表
示する許可を付与

読み込み

チャネルまたは OriginEndpoint
ListTagsForResource
に割り当てられたタグを一覧表
示する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

channels (p. 879)
harvest_jobs (p. 879)
origin_endpoints (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
書き込み
RotateChannelCredentials
のチャネルの最初の
IngestEndpoint の認証情報をロー
テーションする許可を付与

channels* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
RotateIngestEndpointCredentials
でチャネルの IngestEndpoint 認
証情報をローテーションする許
可を付与

channels* (p. 879)

TagResource

書き込み

MediaPackage リソースをタグ付 タグ付け
けする許可を付与

channels (p. 879)
harvest_jobs (p. 879)
origin_endpoints (p. 879)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 879)
aws:TagKeys (p. 879)

チャネルまたは OriginEndpoint
UntagResource に対するタグを削除する許可を
付与

タグ付け

channels (p. 879)
harvest_jobs (p. 879)
origin_endpoints (p. 879)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 879)
AWS Elemental MediaPackage
UpdateChannel でチャネルに変更を加える許可
を付与

書き込み

channels* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage
UpdateOriginEndpoint
でエンドポイントに変更を加え
る許可を付与

書き込み

origin_endpoints* (p. 879)

AWS Elemental MediaPackage で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 877)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

channels

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 879)

arn:${Partition}:mediapackage:${Region}:
${Account}:channels/${ChannelIdentifier}

arn:${Partition}:mediapackage:
origin_endpoints ${Region}:${Account}:origin_endpoints/
${OriginEndpointIdentifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 879)

harvest_jobs

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 879)

arn:${Partition}:mediapackage:
${Region}:${Account}:harvest_jobs/
${HarvestJobIdentifier}

AWS Elemental MediaPackage の条件キー
AWS Elemental MediaPackage では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

MediaPackage リクエストのタグでアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

MediaPackage リソースのタグでアクセスをフィルタリング
します。

文字列

MediaPackage リソースまたはリクエストのタグキーでアク
セスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

879

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elemental MediaPackage VOD

AWS Elemental MediaPackage VOD のアクション、
リソース、および条件キー
AWS Elemental MediaPackage VOD (サービスプレフィックス: mediapackage-vod) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaPackage VOD で定義されるアクション (p. 880)
• AWS Elemental MediaPackage VOD で定義されるリソースタイプ (p. 882)
• AWS Elemental MediaPackage VOD の条件キー (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage VOD で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ConfigureLogs

PackagingGroup の送信アクセス
ログを設定する許可を付与

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR

CreateAsset

AWS Elemental MediaPackage
でアセットを作成するアクセス
許可を付与します

書き込み

AWS Elemental MediaPackage
CreatePackagingConfiguration
でパッケージ設定を作成するア
クセス許可を付与します

書き込み
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 883)
aws:TagKeys (p. 883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 883)
aws:TagKeys (p. 883)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Elemental MediaPackage
CreatePackagingGroup
でパッケージグループを作成す
るアクセス許可を付与します

書き込み

DeleteAsset

AWS Elemental MediaPackage
でアセットを削除するアクセス
許可を付与します

書き込み

assets* (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage
DeletePackagingConfiguration
のパッケージ設定を削除するア
クセス許可を付与します

書き込み

packagingconfigurations* (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage
DeletePackagingGroup
のパッケージグループを削除す
るアクセス許可を付与します

書き込み

packaginggroups* (p. 882)

DescribeAsset

AWS Elemental MediaPackage
でアセットの詳細を表示するア
クセス許可を付与します

読み込み

assets* (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage
DescribePackagingConfiguration
のパッケージ設定の詳細を表示
するアクセス許可を付与します

読み込み

packagingconfigurations* (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage
DescribePackagingGroup
でパッケージグループの詳細を
表示するアクセス許可を付与し
ます

読み込み

packaginggroups* (p. 882)

ListAssets

AWS Elemental MediaPackage
でアセットのリストを表示する
アクセス許可を付与します

リスト

AWS Elemental MediaPackage
ListPackagingConfigurations
のパッケージ設定のリストを表
示するアクセス許可を付与しま
す

リスト

AWS Elemental MediaPackage
ListPackagingGroups
でパッケージグループのリスト
を表示するアクセス許可を付与
します

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 883)
aws:TagKeys (p. 883)

PackagingGroup、PackagingConfiguration、
読み込み
ListTagsForResource
または Asset に割り当てられて
いるタグを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

assets (p. 882)
packagingconfigurations (p. 882)
packaginggroups (p. 882)

TagResource

PackagingGroup、PackagingConfiguration、
タグ付け
または Asset にタグを割り当て
るアクセス許可を付与します
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elemental MediaPackage VOD

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

packaginggroups (p. 882)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 883)
aws:TagKeys (p. 883)
PackagingGroup、PackagingConfiguration、
タグ付け
UntagResource または Asset からタグを削除す
るアクセス許可を付与します

assets (p. 882)
packagingconfigurations (p. 882)
packaginggroups (p. 882)
aws:TagKeys (p. 883)

AWS Elemental MediaPackage
UpdatePackagingGroup
でパッケージグループを更新す
るアクセス許可を付与します

書き込み

packaginggroups* (p. 882)

AWS Elemental MediaPackage VOD で定義されるリソースタイ
プ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 880)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

assets

arn:${Partition}:mediapackage-vod:${Region}:
${Account}:assets/${AssetIdentifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 883)

packagingconfigurations

arn:${Partition}:mediapackage-vod:${Region}:
${Account}:packaging-configurations/
${PackagingConfigurationIdentifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 883)

packaginggroups

arn:${Partition}:mediapackage-vod:
${Region}:${Account}:packaging-groups/
${PackagingGroupIdentifier}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 883)

AWS Elemental MediaPackage VOD の条件キー
AWS Elemental MediaPackage VOD では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Elemental MediaStore のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Elemental MediaStore (サービスプレフィックス: mediastore) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用意され
ています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaStore で定義されるアクション (p. 883)
• AWS Elemental MediaStore で定義されるリソースタイプ (p. 885)
• AWS Elemental MediaStore の条件キー (p. 886)

AWS Elemental MediaStore で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

CreateContainer

DeleteContainer

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンテナを作成する許可を付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 886)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 886)

コンテナを削除する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

コンテナのアクセスポリシーを
DeleteContainerPolicy
削除する許可を付与

経営へのア container* (p. 885)
クセス権

コンテナから CORS ポリシーを
DeleteCorsPolicy 削除する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

コンテナからライフサイクルポ
DeleteLifecyclePolicy
リシーを削除する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

コンテナからメトリクスポリ
DeleteMetricPolicyシーを削除する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

DeleteObject

書き込み

object* (p. 885)

コンテナの詳細を取得する許可
DescribeContainerを付与

リスト

container* (p. 885)

オブジェクトのメタデータを取
得する許可を付与

リスト

object* (p. 885)

コンテナのアクセスポリシーを
GetContainerPolicy
取得する許可を付与

読み取り

container* (p. 885)

GetCorsPolicy

読み取り

container* (p. 885)

コンテナに割り当てられている
GetLifecyclePolicyライフサイクルポリシーを取得
する許可を付与

読み取り

container* (p. 885)

コンテナに割り当てられている
GetMetricPolicy メトリクスポリシーを取得する
許可を付与

読み取り

container* (p. 885)

GetObject

オブジェクトを取得する許可を
付与

読み取り

object* (p. 885)

ListContainers

現在のアカウントのコンテナの
リストを取得する許可を付与

リスト

ListItems

フォルダに保存されているオブ
ジェクトとサブフォルダのリス
トを取得する許可を付与

リスト

folder (p. 886)

読み取り

container (p. 885)

DescribeObject

依存アク
ション

オブジェクトを削除する許可を
付与

コンテナの CORS ポリシーを取
得する許可を付与

コンテナのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンテナのアクセスポリシーを
PutContainerPolicy
作成または置換する許可を付与

経営へのア container* (p. 885)
クセス権

PutCorsPolicy

書き込み

container* (p. 885)

コンテナに割り当てられている
PutLifecyclePolicyライフサイクルポリシーを追加
または変更する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

コンテナに割り当てられている
メトリクスポリシーを追加また
は変更する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

オブジェクトをアップロードす
る許可を付与

書き込み

object* (p. 885)

コンテナのアクセスログを開始
StartAccessLogging
する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

コンテナのアクセスログを停止
StopAccessLogging
する許可を付与

書き込み

container* (p. 885)

TagResource

タグ付け

container (p. 885)

PutMetricPolicy
PutObject

コンテナの CORS ポリシーを追
加または変更する許可を付与

コンテナにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

iam:PassRole

aws:TagKeys (p. 886)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 886)

コンテナからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

container (p. 885)
aws:TagKeys (p. 886)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 886)

AWS Elemental MediaStore で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 883)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

container

arn:${Partition}:mediastore:${Region}:
${Account}:container/${ContainerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 886)

object

arn:${Partition}:mediastore:${Region}:
${Account}:container/${ContainerName}/
${ObjectPath}
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リソースタイプ ARN
folder

条件キー

arn:${Partition}:mediastore:${Region}:
${Account}:container/${ContainerName}/
${FolderPath}

AWS Elemental MediaStore の条件キー
AWS Elemental MediaStore では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング
する

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Elemental MediaTailor のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Elemental MediaTailor (サービスプレフィックス: mediatailor) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Elemental MediaTailor で定義されるアクション (p. 886)
• AWS Elemental MediaTailor で定義されるリソースタイプ (p. 891)
• AWS Elemental MediaTailor の条件キー (p. 891)

AWS Elemental MediaTailor で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

再生設定のログを設定する許可
ConfigureLogsForPlaybackConfiguration
を付与

書き込み

CreateChannel チャネルモデレーターを作成す
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

playbackConfiguration* (p. iam:CreateServiceLinkedR
891)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
CreateLiveSourceを使用して、ソースロケーショ
ンに新しいライブソースを作成
する許可を付与する

書き込み

sourceLocation* (p. 891)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

指定された再生設定名で再生設
CreatePrefetchSchedule
定にプリフェッチスケジュール
を作成する許可を付与

書き込み

playbackConfiguration* (p. 891)

指定されたチャネル名で新しい
プログラムを作成する許可を付
与

書き込み

channel* (p. 891)

新しいソースの場所を作成する
CreateSourceLocation
許可を付与

書き込み

CreateProgram

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
CreateVodSourceを使用して、ソースロケーショ
ンに新しい VOD ソースを作成す
る許可を付与

書き込み

sourceLocation* (p. 891)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

DeleteChannel

指定されたチャネル名を削除す
る許可を付与

指定されたチャネル名を持つ
DeleteChannelPolicy
チャネルの IAM ポリシーを削除
する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたソースの場所の名前
DeleteLiveSource を持つソースの場所で、指定さ
れたライブソース名を持つライ
ブソースを削除する許可を付与
する

書き込み

指定された再生設定を削除する
DeletePlaybackConfiguration
許可を付与

書き込み

playbackConfiguration* (p. 891)

指定されたプリフェッチスケ
DeletePrefetchSchedule
ジュール名で再生設定のプリ
フェッチスケジュールを削除す
る許可を付与

書き込み

playbackConfiguration* (p. 891)

DeleteProgram 指定されたチャネル名を持つ
チャネルで、指定されたプログ
ラム名を持つプログラムを削除
する許可を付与

書き込み

指定されたソースの場所の名前
DeleteSourceLocation
を持つソースロケーションを削
除する許可を付与

書き込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
DeleteVodSource を持つソースの場所で、指定さ
れた VOD ソース名を持つ VOD
ソースを削除する許可を付与

書き込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたチャネル名を持つ
DescribeChannel チャネルを取得する許可を付与

読み取り

channel* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
DescribeLiveSource
を持つソースの場所で、指定さ
れたライブソース名を持つライ
ブソースを取得する許可を付与
する

読み取り

liveSource* (p. 891)

指定されたチャネル名を持つ
DescribeProgram チャネルで、指定されたプログ
ラム名を持つプログラムを取得
する許可を付与

読み込み

指定されたソースの場所の名前
DescribeSourceLocation
を持つソースの場所を取得する
許可を付与

読み込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
DescribeVodSource
を持つソースの場所で、指定さ
れた VOD ソース名を持つ VOD
ソースを取得する許可を付与

読み込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたチャネル名を持つ
GetChannelPolicyチャネルで IAM ポリシーを読み
取る許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたチャネル名を持つ
GetChannelSchedule
チャネルでプログラムのスケ
ジュールを取得する許可を付与

読み込み

channel* (p. 891)

指定された名前の設定を取得す
GetPlaybackConfiguration
る許可を付与。

読み込み

playbackConfiguration* (p. 891)

指定されたプリフェッチスケ
GetPrefetchSchedule
ジュール名で再生設定のプリ
フェッチスケジュールを取得す
る許可を付与

読み込み

playbackConfiguration* (p. 891)

ListAlerts

リソースでアラートのリストを
取得する許可を付与

読み込み

ListChannels

既存のチャネルのリストを取得
する許可を付与

読み取り

指定されたソースの場所の名前
ListLiveSources を持つソースの場所で、既存の
ライブソースのリストを取得す
る許可を付与する

読み取り

利用可能な設定のリストを取得
ListPlaybackConfigurations
する許可を付与。

リスト

指定されたプリフェッチスケ
ListPrefetchSchedules
ジュール名のリストを取得する
許可を付与

リスト

既存のソースの場所のリストを
ListSourceLocations
取得する許可を付与

読み込み

指定した再生設定リソースに割
ListTagsForResource
り当てられたタグを一覧表示す
る許可を付与

読み込み

prefetchSchedule* (p. 891)

sourceLocation* (p. 891)

playbackConfiguration* (p. 891)

channel (p. 891)
liveSource (p. 891)
playbackConfiguration (p. 891)
sourceLocation (p. 891)
vodSource (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
ListVodSources を持つソースの場所で、既存の
VOD ソースのリストを取得する
許可を付与

読み込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたチャネル名を持つ
PutChannelPolicy チャネルで IAM ポリシーを設定
する許可を付与

経営へのア channel* (p. 891)
クセス権

新しい設定を追加する許可を付
PutPlaybackConfiguration
与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartChannel

指定されたチャネル名を持つ
チャネルを開始する許可を付与

書き込み

channel* (p. 891)

StopChannel

指定されたチャネル名を持つ
チャネルを停止する許可を付与

書き込み

channel* (p. 891)

TagResource

タグを指定された再生設定リ
ソースに追加する許可を付与

タグ付け

channel (p. 891)

依存アク
ション

liveSource (p. 891)
playbackConfiguration (p. 891)
sourceLocation (p. 891)
vodSource (p. 891)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

指定された再生設定リソースか
UntagResource らタグを削除する許可を付与

タグ付け

channel (p. 891)
liveSource (p. 891)
playbackConfiguration (p. 891)
sourceLocation (p. 891)
vodSource (p. 891)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 891)
aws:TagKeys (p. 891)

指定されたチャネル名を持つ
UpdateChannel チャネルを更新する許可を付与

書き込み

channel* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
UpdateLiveSourceを持つソースの場所で、指定さ
れたライブソース名を持つライ
ブソースを更新する許可を付与
する

書き込み

liveSource* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
UpdateSourceLocation
を持つソースの場所を更新する
許可を付与

書き込み

sourceLocation* (p. 891)

指定されたソースの場所の名前
UpdateVodSourceを持つソースの場所で、指定さ
れた VOD ソース名を持つ VOD
ソースを更新する許可を付与

書き込み

sourceLocation* (p. 891)

890

sourceLocation* (p. 891)

vodSource* (p. 891)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Elemental MediaTailor

AWS Elemental MediaTailor で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 886)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
playbackConfiguration
${Account}:playbackConfiguration/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 891)

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
prefetchSchedule ${Account}:prefetchSchedule/${ResourceId}
channel

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
${Account}:channel/${ResourceId}

program

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
${Account}:program/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 891)

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
${Account}:sourceLocation/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 891)

vodSource

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
${Account}:vodSource/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 891)

liveSource

arn:${Partition}:mediatailor:${Region}:
${Account}:liveSource/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 891)

sourceLocation

AWS Elemental MediaTailor の条件キー
AWS Elemental MediaTailor では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Elemental Support Cases のアクション、リソース、
および条件キー
Elemental Support Cases (サービスプレフィックス: elemental-support-cases) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキー
が用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Elemental Support Cases によって定義されたアクション (p. 892)
• Elemental Support Cases で定義されたリソースタイプ (p. 893)
• Elemental Support Cases の条件キー (p. 893)

Elemental Support Cases によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

発信者がサポートケース操作を
CheckCasePermission
実行するためのアクセス許可を
[アクセス許可
持っているかどうかを確認しま
のみ]
す。

Write

CreateCase
[アクセス許可
のみ]

サポートケースを作成する許可
を付与

Write

GetCase [アク
セス許可のみ]

アカウントのサポートケースを
記述する許可を付与

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetCases [ア
クセス許可の
み]

アカウントのサポートケースを
一覧表示する許可を付与

Read

UpdateCase
[アクセス許可
のみ]

サポートケースを更新する許可
を付与

Write

依存アク
ション

Elemental Support Cases で定義されたリソースタイプ
Elemental Support Cases では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Elemental Support Cases へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

Elemental Support Cases の条件キー
Elemental Support Cases には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

Elemental Support Content のアクション、リソース、
および条件キー
Elemental Support Content (サービスプレフィックス: elemental-support-content) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Elemental Support Content によって定義されたアクション (p. 893)
• Elemental Support Content によって定義されたリソースタイプ (p. 894)
• Elemental Support Content の条件キー (p. 894)

Elemental Support Content によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Query [アクセ
ス許可のみ]

サポートコンテンツを検索する
許可を付与

Read

依存アク
ション

Elemental Support Content によって定義されたリソースタイプ
Elemental Support Content では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Elemental Support Content へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

Elemental Support Content の条件キー
Elemental Support Content には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有
のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリス
トについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) (サービスプレフィックス: emr-containers) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキー
が用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) で定義されるアクション (p. 894)
• Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) で定義されるリソースタイプ (p. 896)
• Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) の条件キー (p. 897)

Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJobRun

ジョブ実行をキャンセルする権
限を付与します

Write

jobRun* (p. 897)

マネージドエンドポイントを作
CreateManagedEndpoint
成するためのアクセス許可を付
与します

Write

virtualCluster* (p. 897)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 897)
aws:TagKeys (p. 897)
emrcontainers:ExecutionRoleArn (p. 897)

仮想クラスターを作成する権限
CreateVirtualCluster
を付与します

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 897)
aws:TagKeys (p. 897)

マネージドエンドポイントを削
DeleteManagedEndpoint
除するためのアクセス許可を付
与します

Write

managedEndpoint* (p. 897)

仮想クラスターを削除する権限
DeleteVirtualCluster
を付与します

Write

virtualCluster* (p. 897)

ジョブ実行を記述する権限を付
DescribeJobRun 与します

Read

jobRun* (p. 897)

マネージドエンドポイントを記
DescribeManagedEndpoint
述するためのアクセス許可を付
与します

Read

managedEndpoint* (p. 897)

仮想クラスターを記述する権限
DescribeVirtualCluster
を付与します

Read

virtualCluster* (p. 897)

ListJobRuns

仮想クラスターに関連付けられ
ているジョブ実行を一覧表示す
る権限を付与します

リスト

virtualCluster* (p. 897)

仮想クラスターに関連付けられ
ListManagedEndpoints
たマネージドエンドポイントを

リスト

virtualCluster* (p. 897)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

一覧表示するためのアクセス許
可を付与します
指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与

リスト

jobRun (p. 897)
managedEndpoint (p. 897)
virtualCluster (p. 897)

仮想クラスターを一覧表示する
ListVirtualClusters権限を付与します

リスト

StartJobRun

Write

ジョブ実行を開始する権限を付
与します

virtualCluster* (p. 897)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 897)
aws:TagKeys (p. 897)
emrcontainers:ExecutionRoleArn (p. 897)

TagResource

指定されたリソースにタグを付
ける権限を付与します

タグ付け

jobRun (p. 897)
managedEndpoint (p. 897)
virtualCluster (p. 897)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 897)
aws:TagKeys (p. 897)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除する権限を付与します

タグ付け

jobRun (p. 897)
managedEndpoint (p. 897)
virtualCluster (p. 897)
aws:TagKeys (p. 897)

Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 894)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

virtualCluster

arn:${Partition}:emr-containers:
${Region}:${Account}:/virtualclusters/
${virtualClusterId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 897)

jobRun

arn:${Partition}:emr-containers:
${Region}:${Account}:/virtualclusters/
${virtualClusterId}/jobruns/${jobRunId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 897)

arn:${Partition}:emr-containers:
managedEndpoint${Region}:${Account}:/virtualclusters/
${virtualClusterId}/endpoints/${endpointId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 897)

Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) の条件キー
Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) は、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

emr実行ロール arn がアクションで提供されているかどうかに基
containers:ExecutionRoleArn
づいてアクションをフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon EMR サーバーレスのアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon EMR サーバーレス (サービスプレフィックス: emr-serverless) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EMR サーバーレスで定義されるアクション (p. 898)
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• Amazon EMR サーバーレスで定義されるリソースタイプ (p. 899)
• Amazon EMR サーバーレスの条件キー (p. 899)

Amazon EMR サーバーレスで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJobRun

ジョブ実行をキャンセルする権
限を付与します

書き込み

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与します

書き込み

依存アク
ション

jobRun* (p. 899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 900)
aws:TagKeys (p. 900)

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

書き込み

application* (p. 899)

GetApplication

アプリケーションを取得する許
可を付与します

読み取り

application* (p. 899)

GetJobRun

ジョブ実行を取得する許可を付
与します

読み取り

jobRun* (p. 899)

アプリケーションを一覧表示す
ListApplications る許可を付与

リスト

ListJobRuns

リスト

application* (p. 899)

指定されたリソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与

読み取り

application (p. 899)

アプリケーションを開始する許
StartApplication 可を付与します

書き込み

application* (p. 899)

StartJobRun

書き込み

application* (p. 899)

アプリケーションに関連付けら
れたジョブ実行を一覧表示する
許可を付与します

ジョブ実行を開始する許可を付
与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 900)
aws:TagKeys (p. 900)
アプリケーションを停止する許
StopApplication 可を付与します

書き込み

application* (p. 899)

TagResource

タグ付け

application (p. 899)

指定されたリソースにタグを付
ける権限を付与します

jobRun (p. 899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 900)
aws:TagKeys (p. 900)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除する権限を付与します

タグ付け

application (p. 899)
jobRun (p. 899)
aws:TagKeys (p. 900)

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与します

書き込み

application* (p. 899)

Amazon EMR サーバーレスで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 898)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

application

arn:${Partition}:emr-serverless:${Region}:
${Account}:/applications/${ApplicationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 900)

jobRun

arn:${Partition}:emr-serverless:${Region}:
${Account}:/applications/${ApplicationId}/
jobruns/${JobRunId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 900)

Amazon EMR サーバーレスの条件キー
Amazon EMR サーバーレスでは、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon EventBridge のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon EventBridge (サービスプレフィックス: events) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EventBridge で定義されるアクション (p. 900)
• Amazon EventBridge で定義されるリソースタイプ (p. 907)
• Amazon EventBridge の条件キー (p. 908)

Amazon EventBridge で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パートナーイベントソースをア
ActivateEventSource
クティブ化するアクセス許可を
付与

書き込み

eventsource* (p. 907)

CancelReplay

再生をキャンセルするアクセス
許可を付与

書き込み

replay* (p. 907)

新しい API の送信先を作成する
CreateApiDestination
アクセス許可を付与

書き込み

apidestination* (p. 907)

依存アク
ション

connection* (p. 907)
CreateArchive

新しいアーカイブを作成するア
クセス許可を付与

書き込み

archive* (p. 907)

新しい接続を作成する許可を付
CreateConnection与

書き込み

connection* (p. 907)

エンドポイントを作成するアク
CreateEndpoint セス許可を付与

書き込み

endpoint* (p. 908)

イベントバスを作成するアクセ
CreateEventBus ス許可を付与

書き込み

eventbus* (p. 907)

events:EventBusArn (p. 908)
eventbus* (p. 907)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 908)
aws:TagKeys (p. 908)

パートナーイベントソースを作
CreatePartnerEventSource
成するアクセス許可を付与

書き込み

eventsource* (p. 907)

イベントソースを被アクティブ
DeactivateEventSource
にするアクセス許可を付与

書き込み

eventsource* (p. 907)

接続の認証を解除するアクセス
DeauthorizeConnection
許可を付与し、保存されている
認証シークレットを削除します

書き込み

connection* (p. 907)

API 送信先を削除するアクセス許 書き込み
DeleteApiDestination
可を付与

apidestination* (p. 907)

DeleteArchive

書き込み

archive* (p. 907)

書き込み

connection* (p. 907)

エンドポイントを削除する許可
を付与

書き込み

endpoint* (p. 908)

イベントバスを削除するアクセ
DeleteEventBus ス許可を付与

書き込み

eventbus* (p. 907)

アーカイブを削除するアクセス
許可を付与

接続を削除する許可を付与。
DeleteConnection
DeleteEndpoint
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パートナーイベントソースを削
DeletePartnerEventSource
除するアクセス許可を付与

書き込み

eventsource* (p. 907)

DeleteRule

書き込み

rule-oncustomeventbus (p. 907)

ルールを削除するアクセス許可
を付与

依存アク
ション

rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)
API 送信先の詳細を取得するアク 読み込み
DescribeApiDestination
セス許可を付与

apidestination* (p. 907)
connection* (p. 907)

アーカイブの詳細を削除するア
DescribeArchive クセス許可を付与

読み込み

archive* (p. 907)

接続の詳細を取得するアクセス
DescribeConnection
許可を付与

読み込み

connection* (p. 907)

エンドポイントの詳細を取得す
DescribeEndpoint るアクセス許可を付与

読み込み

endpoint* (p. 908)

イベントバスの詳細を取得する
DescribeEventBusアクセス許可を付与

読み込み

eventbus (p. 907)

イベントソースの詳細を取得す
DescribeEventSource
るアクセス許可を付与

読み込み

eventsource* (p. 907)

パートナーイベントソースの詳
DescribePartnerEventSource
細を取得するアクセス許可を付
与

読み込み

eventsource* (p. 907)

再生の詳細を取得するアクセス
DescribeReplay 許可を付与

読み込み

replay* (p. 907)

DescribeRule

読み込み

rule-oncustomeventbus (p. 907)

ルールの詳細を取得するアクセ
ス許可を付与

rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DisableRule

ルールを無効にするアクセス許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)

EnableRule

ルールを有効にするアクセス許
可を付与

書き込み

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)

API 送信先を呼び出すアクセス許 書き込み
InvokeApiDestination
可を付与
[アクセス許可
のみ]

apidestination* (p. 907)

API 送信先のリストを取得するア リスト
ListApiDestinations
クセス許可を付与
ListArchives

アーカイブのリストを取得する
アクセス許可を付与

リスト

接続のリストを取得する許可を
ListConnections 付与。

リスト

ListEndpoints

エンドポイントのリストを取得
するアクセス許可を付与

リスト

アカウント内のイベントバスの
リストを取得するアクセス許可
を付与

リスト

このアカウントで共有されてい
ListEventSources るイベントソースのリストを取
得するアクセス許可を付与

リスト

イベントソースに関連付けられ
ListPartnerEventSourceAccounts
た AWS アカウント ID のリスト
を取得するアクセス許可を付与

リスト

ListEventBuses
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パートナーイベントソースのリ
ListPartnerEventSources
ストを取得するアクセス許可を
付与

リスト

ListReplays

再生のリストを取得するアクセ
ス許可を付与

リスト

ターゲットに関連付けられた
ListRuleNamesByTarget
ルール名のリストを取得するア
クセス許可を付与

リスト

ListRules

アカウント内の Amazon
EventBridge ルールのリストを取
得するアクセス許可を付与

リスト

Amazon EventBridge リソースに
ListTagsForResource
関連付けられたタグのリストを
取得するアクセス許可を付与

リスト

依存アク
ション

eventbus (p. 907)
rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)

ルールについて定義されたター
ListTargetsByRuleゲットのリストを取得するアク
セス許可を付与

リスト

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)

PutEvents

カスタムイベントを Amazon
EventBridge に送信するアクセス
許可を付与

書き込み

eventbus* (p. 907)
events:detailtype (p. 908)
events:source (p. 909)
events:eventBusInvocation (p. 909)

カスタムイベントを Amazon
PutPartnerEvents EventBridge に送信するアクセス
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutPermission

デフォルトのイベントバスにイ
ベントを配置する別の AWS ア
カウント にアクセス許可を付与
PutPermission アクションを使用
するアクセス許可を付与

Permissions
management

PutRule

ルールを作成または更新するア
クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)

events:detail.userIdentity.principalId (p.
events:detailtype (p. 908)
events:source (p. 909)
events:detail.service (p. 908)
events:detail.eventTypeCode (p. 908)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 908)
aws:TagKeys (p. 908)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)
PutTargets

ルールにターゲットを追加する
アクセス許可を付与

書き込み

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:TargetArn (p. 908)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)

デフォルトのイベントバスにイ
RemovePermission
ベントを配置する別の AWS アカ
ウント のアクセス許可を取り消
すアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルールからターゲットを削除す
RemoveTargets るアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
events:creatorAccount (p. 908)
events:ManagedBy (p. 908)

StartReplay

アーカイブの再生を開始するア
クセス許可を付与

書き込み

archive* (p. 907)

TagResource

Amazon EventBridge リソースに
タグを追加するアクセス許可を
付与

タグ付け

eventbus (p. 907)
rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
aws:TagKeys (p. 908)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 908)
events:creatorAccount (p. 908)

イベントパターンが指定のイベ
TestEventPattern ントと一致するかどうかをテス
トするアクセス許可を付与

読み込み

Amazon EventBridge リソースか
UntagResource らタグを削除するアクセス許可
を付与

タグ付け

eventbus (p. 907)
rule-oncustomeventbus (p. 907)
rule-ondefaulteventbus (p. 907)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 908)
events:creatorAccount (p. 908)
API 送信先を更新するアクセス許 書き込み
UpdateApiDestination
可を付与

apidestination* (p. 907)

UpdateArchive

書き込み

archive* (p. 907)

接続を更新する許可を付与。
UpdateConnection

書き込み

connection* (p. 907)

エンドポイントを更新するアク
UpdateEndpoint セス許可を付与

書き込み

endpoint* (p. 908)

アーカイブを更新するアクセス
許可を付与

events:EventBusArn (p. 908)

Amazon EventBridge で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 900)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

event-source

arn:${Partition}:events:${Region}::eventsource/${EventSourceName}

event-bus

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:event-bus/${EventBusName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 908)

rule-ondefault-eventbus

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:rule/${RuleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 908)

rule-oncustom-eventbus

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:rule/${EventBusName}/${RuleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 908)

archive

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:archive/${ArchiveName}

replay

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:replay/${ReplayName}

connection

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:connection/${ConnectionName}

api-destination

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:api-destination/
${ApiDestinationName}
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リソースタイプ ARN
endpoint

条件キー

arn:${Partition}:events:${Region}:
${Account}:endpoint/${EndpointName}

Amazon EventBridge の条件キー
Amazon EventBridge では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットに基づいて、イベントバスお
よびルールアクションへのアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、イベントバス
およびルールアクションへのアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

リクエスト内の必須タグの存在に基づいて、イベントバスお
よびルールアクションへのアクセスをフィルタリングしま
す。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

CreateEndpoint アクションおよび UpdateEndpoint アクショ
events:EventBusArn ンへのエンドポイントに関連付けることができるイベントバ
スの ARN でアクセスをフィルタリングします

ArrayOfARN

AWSのサービスでアクセスをフィルタリングします。お客様
events:ManagedBy の代わりに AWS のサービスによってルールが作成された場
合、値はルールを作成したサービスのプリンシパル名です

文字列

events:TargetArn

ArrayOfARN

ルールに設定できるターゲットの ARN に基づい
て、PutTargets アクションへのアクセスをフィルタリングし
ます。

ルールが作成されたアカウントに基づいて、ルールのアク
events:creatorAccountションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

events:detail-type

文字列

イベントの詳細タイプのリテラル文字列に基づい
て、PutEvents および PutRule アクションへのアクセスを
フィルタリングします

イベントの detail.eventTypeCode フィールドのリテラル文字
events:detail.eventTypeCode
列に基づいて、PutRule アクションへのアクセスをフィルタ
リングします

文字列

イベントの detail.service フィールドのリテラル文字列に基づ
events:detail.service いて、PutRule アクションへのアクセスをフィルタリングし
ます

文字列
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条件キー

説明

タイプ

イベントの detail.useridentity.principalid フィールドのリテ
events:detail.userIdentity.principalId
ラル文字列に基づいて、PutRule アクションへのアクセスを
フィルタリングします

文字列

イベントが API またはクロスアカウントバスの呼び出しのい
events:eventBusInvocation
ずれによって生成されたかに基づいて、PutEvents アクショ
ンへのアクセスをフィルタリングします

文字列

events:source

ArrayOfString

イベントを生成した AWS のサービスまたは AWS パート
ナーイベントソースに基づいて、PutEvents および PutRule
アクションへのアクセスをフィルタリングします。イベント
のソースフィールドのリテラル文字列をマッチングします

Amazon EventBridge スキーマのアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon EventBridge スキーマ（サービスプレフィックス: schemas）では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon EventBridge スキーマで定義されるアクション (p. 909)
• Amazon EventBridge スキーマで定義されるリソースタイプ (p. 912)
• Amazon EventBridge スキーマの条件キー (p. 913)

Amazon EventBridge スキーマで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

イベントスキーマ Discoverer を
CreateDiscoverer 作成するアクセス許可を付与し
ます。作成後、イベントは自動
的に対応するスキーマドキュメ
ントにマッピングされます。

書き込み

CreateRegistry アカウントに新しいスキーマレ
ジストリを作成するアクセス許
可を付与します

書き込み

依存アク
ション

discoverer* (p. 913)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 913)
aws:TagKeys (p. 913)
registry* (p. 913)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 913)
aws:TagKeys (p. 913)

CreateSchema アカウントに新しいスキーマを
作成するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

schema* (p. 913)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 913)
aws:TagKeys (p. 913)

アカウント内の Discoverer を削
DeleteDiscoverer 除するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

discoverer* (p. 913)

DeleteRegistry

アカウント内の既存のレジスト
リを削除するアクセス許可を付
与します

書き込み

registry* (p. 913)

特定のレジストリにアタッチさ
DeleteResourcePolicy
れているリソースベースのポリ
シーを削除するアクセス許可を
付与します

書き込み

registry* (p. 913)

DeleteSchema

アカウント内の既存のスキーマ
を削除するアクセス許可を付与
します

書き込み

schema* (p. 913)

アカウント内の特定のバージョ
DeleteSchemaVersion
ンのスキーマを削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

schema* (p. 913)

アカウント内の特定のスキーマ
DescribeCodeBinding
に生成されたコードのメタデー
タを取得するアクセス許可を付
与します

読み込み

schema* (p. 913)

アカウント内の Discoverer メタ
DescribeDiscoverer
データを取得するアクセス許可
を付与します

読み込み

discoverer* (p. 913)

アカウント内の既存のレジスト
DescribeRegistry リメタデータを記述するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

registry* (p. 913)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウント内の既存のスキーマ
DescribeSchema を取得するアクセス許可を付与
します

読み込み

schema* (p. 913)

ExportSchema

OpenAPI 3 形式の AWS レジス
トリまたは検出されたスキーマ
を JSONSchema 形式にエクス
ポートするアクセス許可を付与
します

読み込み

registry* (p. 913)

アカウント内の特定のスキーマ
GetCodeBindingSource
に生成されたコードのメタデー
タを取得するアクセス許可を付
与します

読み込み

提供されたサンプルイベントの
GetDiscoveredSchema
リストのスキーマを取得するア
クセス許可を付与します

読み込み

指定されたレジストリにアタッ
GetResourcePolicy
チされているリソースベースの
ポリシーを取得するアクセス許
可を付与します

読み込み

registry* (p. 913)

アカウント内のすべての
Discoverer を一覧表示するアク
セス許可を付与します

リスト

discoverer* (p. 913)

アカウント内のすべてのレジス
トリを一覧表示するアクセス許
可を付与します

リスト

registry* (p. 913)

スキーマのすべてのバージョン
ListSchemaVersions
を一覧表示するアクセス許可を
付与します

リスト

schema* (p. 913)

ListSchemas

リスト

schema* (p. 913)

読み込み

discoverer (p. 913)

ListDiscoverers
ListRegistries

すべてのスキーマを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
アクセス許可を付与します

schema* (p. 913)

schema* (p. 913)

registry (p. 913)
schema (p. 913)

アカウント内の特定のスキーマ
PutCodeBinding に対してコードを生成するアク
セス許可を付与します

書き込み

schema* (p. 913)

リソースベースのポリシーを特
PutResourcePolicy
定のレジストリにアタッチする
アクセス許可を付与します

書き込み

registry* (p. 913)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウント内の指定したキー
SearchSchemas ワードに基づいてスキーマを検
索するアクセス許可を付与しま
す
StartDiscoverer

StopDiscoverer

TagResource

リスト

schema* (p. 913)

指定された Discoverer を開始す
るアクセス許可を付与します。
開始すると、Discoverer は発行
されたイベントのスキーマをア
カウントで設定されたソースに
自動的に登録します。

書き込み

discoverer* (p. 913)

指定した Discoverer を停止する
アクセス許可を付与します。停
止すると、Discoverer は発行さ
れたイベントのスキーマをアカ
ウントで設定されたソースに自
動的に登録しなくなります

書き込み

discoverer* (p. 913)

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

discoverer (p. 913)

依存アク
ション

registry (p. 913)
schema (p. 913)
aws:TagKeys (p. 913)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 913)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

discoverer (p. 913)
registry (p. 913)
schema (p. 913)
aws:TagKeys (p. 913)

アカウント内の既存の
UpdateDiscovererDiscoverer を更新するアクセス
許可を付与します

書き込み

discoverer* (p. 913)

UpdateRegistry

アカウント内の既存のレジスト
リメタデータを更新するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

registry* (p. 913)

UpdateSchema

アカウント内の既存のスキーマ
を更新するアクセス許可を付与
します

書き込み

schema* (p. 913)

Amazon EventBridge スキーマで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 909)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

discoverer

arn:${Partition}:schemas:${Region}:
${Account}:discoverer/${DiscovererId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 913)

registry

arn:${Partition}:schemas:${Region}:
${Account}:registry/${RegistryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 913)

schema

arn:${Partition}:schemas:${Region}:
${Account}:schema/${RegistryName}/
${SchemaName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 913)

Amazon EventBridge スキーマの条件キー
Amazon EventBridge スキーマでは、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Fault Injection Simulator のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Fault Injection Simulator (サービスプレフィックス: fis) では、IAM 許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Fault Injection Simulator によって定義されたアクション (p. 914)
• AWS Fault Injection Simulator で定義されるリソースタイプ (p. 916)
• AWS Fault Injection Simulator の条件キー (p. 917)

913

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Fault Injection Simulator

AWS Fault Injection Simulator によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS FIS 実験テンプレートを作
CreateExperimentTemplate
成する許可を付与

Write

依存アク
ション

action* (p. 916)
experimenttemplate* (p. 916)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 917)
aws:TagKeys (p. 917)

AWS FIS 実験テンプレートを削
DeleteExperimentTemplate
除する許可を付与

Write

experimenttemplate* (p. 916)

GetAction

AWS FIS アクションを取得する
許可を付与

Read

action* (p. 916)

GetExperiment AWS FIS 実験を取得する許可を
付与

Read

AWS FIS 実験テンプレートを取
GetExperimentTemplate
得する許可を付与

読み取り

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)
experiment* (p. 916)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)
experimenttemplate* (p. 916)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)

指定されたリソースタイプに関
GetTargetResourceType
する情報を取得する許可を付与

読み取り

FIS Experiment から、提供され
InjectApiInternalError
た AWS のサービスに API 内部
[アクセス許可
エラーを注入する許可を付与
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

fis:Percentage (p. 917)
fis:Targets (p. 917)
FIS Experiment から、提供さ
InjectApiThrottleError
れた AWS のサービスに API ス
[アクセス許可
ロットルエラーを注入する許可
のみ]
を付与

書き込み

experiment* (p. 916)
fis:Service (p. 917)
fis:Operations (p. 917)
fis:Percentage (p. 917)
fis:Targets (p. 917)

FIS Experiment から、提供され
InjectApiUnavailableError
た AWS のサービスで API 使用
[アクセス許可
不可エラーを注入する許可を付
のみ]
与

Write

experiment* (p. 916)
fis:Service (p. 917)
fis:Operations (p. 917)
fis:Percentage (p. 917)
fis:Targets (p. 917)

ListActions

利用可能なすべての AWS FIS ア
クションを一覧表示する許可を
付与

リスト

利用可能なすべての AWS FIS 実
ListExperimentTemplates
験テンプレートを一覧表示する
許可を付与

リスト

利用可能なすべての AWS FIS 実
ListExperiments 験を一覧表示する許可を付与

リスト

AWS FIS リソースのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

読み取り

action (p. 916)
experiment (p. 916)
experimenttemplate (p. 916)

リソースタイプのタグを一覧表
ListTargetResourceTypes
示する許可を付与

リスト

AWS FIS 実験を実行する許可を
StartExperiment 付与

Write

experiment* (p. 916)

iam:CreateServiceLinkedR

experimenttemplate* (p. 916)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 917)
aws:TagKeys (p. 917)

AWS FIS 実験を停止する許可を
StopExperiment 付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

AWS FIS リソースにタグを付け
る許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

action (p. 916)
experiment (p. 916)
experimenttemplate (p. 916)
aws:TagKeys (p. 917)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 917)

AWS FIS リソースのタグを解除
UntagResource する許可を付与

タグ付け

action (p. 916)
experiment (p. 916)
experimenttemplate (p. 916)
aws:TagKeys (p. 917)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 917)

指定した AWS FIS 実験テンプ
UpdateExperimentTemplate
レートを更新する許可を付与

Write

experimenttemplate* (p. 916)
action (p. 916)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 917)
aws:TagKeys (p. 917)

AWS Fault Injection Simulator で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 914)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

action

arn:${Partition}:fis:${Region}:
${Account}:action/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)

experiment

arn:${Partition}:fis:${Region}:
${Account}:experiment/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)

experimenttemplate

arn:${Partition}:fis:${Region}:
${Account}:experiment-template/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 917)
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AWS Fault Injection Simulator の条件キー
AWS Fault Injection Simulator では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

fis:Operations

AWS FIS アクションの影響を受ける AWS のサービス上のオ
ペレーションの一覧表示で許可をフィルタリングします

ArrayOfString

fis:Percentage

AWS FIS アクションの影響を受ける呼び出しの割合でアクセ
スをフィルタリングします

数値

fis:Service

AWS FIS アクションの影響を受ける AWS のサービスによる
アクセスをフィルタリングします

文字列

fis:Targets

AWS FIS アクションの対象となるリソース ARN のリストで
アクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Amazon FinSpace のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon FinSpace (サービスプレフィックス: finspace) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon FinSpace で定義されるアクション (p. 918)
• Amazon FinSpace で定義されるリソースタイプ (p. 919)
• Amazon FinSpace の条件キー (p. 919)
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Amazon FinSpace で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

FinSpace 環境を作成する許可を
CreateEnvironment
付与

書き込み

依存アク
ション

environment* (p. 919)
aws:TagKeys (p. 920)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 920)

CreateUser [ア FinSpace ユーザーを作成する許
クセス許可の
可を付与
み]

書き込み

environment* (p. 919)
user* (p. 919)
aws:TagKeys (p. 920)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 920)

FinSpace 環境を削除する許可を
DeleteEnvironment
付与

書き込み

environment* (p. 919)

FinSpace 環境の詳細を取得する
GetEnvironment 許可を付与

読み取り

environment* (p. 919)

サンプルデータバンドルのロー
読み取り
GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus
ドのステータスをリクエストす
[アクセス許可
る許可を付与
のみ]

environment* (p. 919)

GetUser [アク
セス許可のみ]

environment* (p. 919)

FinSpace ユーザーの詳細を取得
する許可を付与

読み取り

user* (p. 919)

AWS アカウント の FinSpace 環
ListEnvironments 境を一覧表示する許可を付与

リスト

environment* (p. 919)

リソースのタグのリストを返す
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

environment* (p. 919)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListUsers [アク 環境内の FinSpace ユーザーを一
セス許可のみ]
覧表示する許可を付与

リスト

FinSpace 環境にサンプルデータ
LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment
バンドルをロードする許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

environment* (p. 919)

FinSpace ユーザーのパスワード
ResetUserPassword
をリセットする許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

environment* (p. 919)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

environment* (p. 919)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

environment* (p. 919)

FinSpace 環境を更新する許可を
UpdateEnvironment
付与

書き込み

environment* (p. 919)

UpdateUser
[アクセス許可
のみ]

書き込み

environment* (p. 919)

FinSpace ユーザーを更新する許
可を付与

依存アク
ション

environment* (p. 919)
user* (p. 919)

user* (p. 919)

user* (p. 919)

Amazon FinSpace で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 918)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

environment

arn:${Partition}:finspace:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 920)

user

arn:${Partition}:finspace:${Region}:
${Account}:user/${UserId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 920)

Amazon FinSpace の条件キー
Amazon FinSpace は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Firewall Manager のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Firewall Manager (サービスプレフィックス: fms) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Firewall Manager で定義されるアクション (p. 920)
• AWS Firewall Manager で定義されるリソースタイプ (p. 924)
• AWS Firewall Manager の条件キー (p. 924)

AWS Firewall Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Firewall Manager 管理者ア
AssociateAdminAccount
カウントを設定し、すべての組
織アカウントのサービスを有効
にするアクセス許可を付与しま
す

依存アク
ション

書き込み

Firewall Manager 管理者を、サー 書き込み
AssociateThirdPartyFirewall
ドパーティーのファイアウォー
ルサービスのテナント管理者と
して設定するアクセス許可を付
与します
DeleteAppsList AWS Firewall Manager アプリ
ケーションリストを完全に削除
する許可を付与

書き込み

AWS Firewall Manager の IAM
DeleteNotificationChannel
ロールとの関連付け、および組
織全体の重要な FM イベントや
エラーを FM 管理者に通知する
ために使用する Amazon Simple
Notification Service (SNS) トピッ
クとの関連付けを削除するアク
セス許可を付与します

書き込み

DeletePolicy

AWS Firewall Manager ポリシー
を恒久的に削除するアクセス許
可を付与します

書き込み

AWS Firewall Manager プロトコ
DeleteProtocolsList
ルリストを恒久的に削除するア
クセス許可を付与します

書き込み

AWS Firewall Manager 管理者ア
DisassociateAdminAccount
カウントとして設定されている
アカウントの関連付けを解除す
るアクセス許可を付与し、すべ
ての組織アカウントでサービス
を無効にします

書き込み

applicationslist* (p. 924)

policy* (p. 924)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 925)
protocolslist* (p. 924)

Firewall Manager 管理者とサード 書き込み
DisassociateThirdPartyFirewall
パーティのファイアウォールテ
ナントとの関連付けを解除する
アクセス許可を付与します
AWS Firewall Manager 管
GetAdminAccount理者として AWS Firewall
Manager に関連付けられた AWS
Organizations マスターアカウン
トを取得するアクセス許可を付
与します

読み込み

GetAppsList

読み込み

指定された AWS Firewall
Manager アプリケーションリス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トの情報を返すアクセス許可を
付与します
指定されたメンバーアカウント
GetComplianceDetail
についての詳細なコンプライ
アンス情報を取得する許可を付
与。詳細には、指定されたポリ
シーに準拠しているかどうかに
かかわらず、リソースが含まれ
ます

読み込み

AWS Firewall Manager の SNS
GetNotificationChannel
ログを記録するために使用され
る Amazon Simple Notification
Service (SNS) トピックの情報を
取得するアクセス許可を付与し
ます

読み込み

GetPolicy

読み込み

policy* (p. 924)

DDoS 攻撃の可能性が発生した場 読み込み
GetProtectionStatus
合に、ポリシーレベルの攻撃概
要情報を取得する許可を付与

policy* (p. 924)

指定された AWS Firewall
GetProtocolsList Manager プロトコルリストの情
報を返すアクセス許可を付与し
ます

protocolslist* (p. 924)

指定された AWS Firewall
Manager ポリシーの情報を取得
するアクセス許可を付与します

読み込み

policy* (p. 924)

サードパーティーのファイア
読み込み
GetThirdPartyFirewallAssociationStatus
ウォールベンダーのテナントに
Firewall Manager 管理者アカウン
トのオンボーディングステータ
スを取得するアクセス許可を付
与します
指定された AWS Firewall
GetViolationDetails
Manager ポリシーと AWS アカ
ウント に基づいて、リソースに
対する違反を取得するアクセス
許可を付与します

読み込み

ListAppsLists

リスト

AppsListDataSummary オブジェ
クトの配列を返すアクセス許可
を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レスポンス内の
ListComplianceStatus
PolicyComplianceStatus オブ
ジェクトの配列を取得する許可
を付与。PolicyComplianceStatus
を使用して、指定されたポリ
シーによって保護されているメ
ンバーアカウントの概要を取得
します

リスト

発信者が FMS 管理者アカウント
ListMemberAccounts
の場合、メンバーアカウント ID
の配列を取得するためのアクセ
ス許可を付与します

リスト

ListPolicies

レスポンス内の PolicySummary
オブジェクトの配列を取得する
許可を付与。

リスト

ProtocolsListDataSummary オブ
ListProtocolsLists ジェクトの配列を返すアクセス
許可を付与します

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

サードパーティーのファイア
ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies
ウォール管理者のアカウント
に関連付けられているすべて
のサードパーティー製ファイア
ウォールポリシーのリストを取
得するアクセス許可を付与しま
す

リスト

PutAppsList

書き込み

AWS Firewall Manager アプリ
ケーションリストを作成するア
クセス許可を付与します

依存アク
ション

policy* (p. 924)

policy* (p. 924)

applicationslist* (p. 924)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 924)
aws:TagKeys (p. 925)

AWS Firewall Manager (FM) が
PutNotificationChannel
FM 管理者に組織全体の重要な
FM イベントやエラーを通知す
るために使用できる IAM ロール
と Amazon Simple Notification
Service (SNS) トピックを指定す
るアクセス許可を付与します

書き込み

PutPolicy

書き込み

AWS Firewall Manager ポリシー
を作成するアクセス許可を付与
します

policy* (p. 924)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 924)
aws:TagKeys (p. 925)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Firewall Manager プロトコ
PutProtocolsList ルリストを作成するアクセス許
可を付与します

書き込み

依存アク
ション

protocolslist* (p. 924)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 924)
aws:TagKeys (p. 925)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

policy* (p. 924)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 924)
aws:TagKeys (p. 925)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

policy* (p. 924)
aws:TagKeys (p. 925)

AWS Firewall Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 920)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

policy

arn:${Partition}:fms:${Region}:
${Account}:policy/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 925)

applicationslist

arn:${Partition}:fms:${Region}:
${Account}:applications-list/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 925)

protocols-list

arn:${Partition}:fms:${Region}:
${Account}:protocols-list/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 925)

AWS Firewall Manager の条件キー
AWS Firewall Manager では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリングする

ArrayOfString

Amazon Forecast のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Forecast（サービスプレフィックス: forecast）では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Forecast で定義されるアクション (p. 925)
• Amazon Forecast で定義されるリソースタイプ (p. 933)
• Amazon Forecast の条件キー (p. 934)

Amazon Forecast で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

自動予測子を作成するアクセス
CreateAutoPredictor
許可を付与
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依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 934)
CreateDataset

データセットを作成する許可を
付与

書き込み

dataset* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

データセットグループを無効に
CreateDatasetGroup
するアクセス許可を付与

書き込み

datasetGroup* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

データセットインポートジョブ
CreateDatasetImportJob
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

datasetImportJob* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

説明可能性を作成するアクセス
CreateExplainability
許可を付与

書き込み

forecast* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

説明可能性のリソースを使用し
CreateExplainabilityExport
て説明可能性のエクスポートを
作成するアクセス許可を付与

書き込み

explainability* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

CreateForecast

予測を作成するアクセス許可を
付与

書き込み

predictor* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

Predictor リソースを使用してエ
CreateForecastEndpoint
ンドポイントを作成するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

predictor* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

予測リソースを使用して予測エ
CreateForecastExportJob
クスポートジョブを作成するア
クセス許可を付与

書き込み

forecast* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateMonitor

Predictor リソースを使用してモ
ニターを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

predictor* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

予測子を作成するアクセス許可
CreatePredictor を付与

書き込み

datasetGroup* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

予測子を使用して予測子バック
CreatePredictorBacktestExportJob
テストエクスポートジョブを作
成するアクセス許可を付与

書き込み

predictor* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

What-If 分析を作成するアクセス
CreateWhatIfAnalysis
許可を付与

書き込み

forecast* (p. 933)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

What-If 予測を作成するアクセス
CreateWhatIfForecast
許可を付与

書き込み

whatIfAnalysis* (p. 934)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

What-If 予測リソースを使用して
CreateWhatIfForecastExport
What-If 予測エクスポートを作成
するアクセス許可を付与

書き込み

whatIfForecast* (p. 934)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

DeleteDataset

データセットを削除する許可を
付与

書き込み

dataset* (p. 933)

データセットグループを削除す
DeleteDatasetGroup
るアクセス許可を付与

書き込み

datasetGroup* (p. 933)

データセットインポートジョブ
DeleteDatasetImportJob
を削除するアクセス許可を付与

書き込み

datasetImportJob* (p. 933)

期限切れの予約を削除する許可
DeleteExplainability
を付与。

書き込み

explainability* (p. 933)

既存のエクスポートを削除する
DeleteExplainabilityExport
許可を付与

書き込み

explainabilityExport* (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteForecast

予測を削除するアクセス許可を
付与

書き込み

forecast* (p. 933)

エンドポイントリソースを削除
DeleteForecastEndpoint
するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

endpoint* (p. 934)

予測エクスポートジョブを削除
DeleteForecastExportJob
するアクセス許可を付与

書き込み

forecastExport* (p. 933)

DeleteMonitor

モニターリソースを削除するア
クセス許可を付与

書き込み

monitor* (p. 934)

予測子を削除するアクセス許可
を付与

書き込み

predictor* (p. 933)

予測子バックテストエクスポー
DeletePredictorBacktestExportJob
トジョブを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

predictorBacktestExportJob* (p. 933)

リソースとその子リソースを削
DeleteResourceTree
除するためのアクセス許可を付
与

書き込み

dataset* (p. 933)

DeletePredictor

依存アク
ション

datasetGroup* (p. 933)
datasetImportJob* (p. 933)
endpoint* (p. 934)
explainability* (p. 933)
explainabilityExport* (p. 934)
forecast* (p. 933)
forecastExport* (p. 933)
monitor* (p. 934)
predictor* (p. 933)
predictorBacktestExportJob* (p. 933)
whatIfAnalysis* (p. 934)
whatIfForecast* (p. 934)
whatIfForecastExport* (p. 934)

What-If 分析を削除するアクセス
DeleteWhatIfAnalysis
許可を付与

書き込み

whatIfAnalysis* (p. 934)

What-If 予測を削除するアクセス
DeleteWhatIfForecast
許可を付与

書き込み

whatIfForecast* (p. 934)

What-If 予測エクスポートを削除
DeleteWhatIfForecastExport
するアクセス許可を付与

書き込み

whatIfForecastExport* (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

自動予測子を記述するアクセス
DescribeAutoPredictor
許可を付与

読み込み

predictor* (p. 933)

データセットを記述するアクセ
DescribeDataset ス許可を付与

読み込み

dataset* (p. 933)

データセットグループを記述す
DescribeDatasetGroup
るアクセス許可を付与

読み込み

datasetGroup* (p. 933)

データセットインポートジョブ
DescribeDatasetImportJob
を記述するアクセス許可を付与

読み込み

datasetImportJob* (p. 933)

説明可能性を記述するアクセス
DescribeExplainability
許可を付与

読み込み

explainability* (p. 933)

説明可能性エクスポートを記述
DescribeExplainabilityExport
するアクセス許可を付与

読み込み

explainabilityExport* (p. 934)

予測を記述するアクセス許可を
DescribeForecast 付与

読み取り

forecast* (p. 933)

エンドポイントリソースを記述
DescribeForecastEndpoint
するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

endpoint* (p. 934)

予測エクスポートジョブを記述
DescribeForecastExportJob
するアクセス許可を付与

読み取り

forecastExport* (p. 933)

モニターリソースを記述するア
DescribeMonitor クセス許可を付与

読み取り

monitor* (p. 934)

予測子を記述するアクセス許可
DescribePredictorを付与

読み込み

predictor* (p. 933)

予測子バックテストエクスポー
DescribePredictorBacktestExportJob
トジョブを記述するアクセス許
可を付与

読み取り

predictorBacktestExportJob* (p. 933)

What-If 分析を記述するアクセス
DescribeWhatIfAnalysis
許可を付与

読み取り

whatIfAnalysis* (p. 934)

What-If 予測を記述するアクセス
DescribeWhatIfForecast
許可を付与

読み取り

whatIfForecast* (p. 934)

What-If 予測エクスポートを記述
DescribeWhatIfForecastExport
するアクセス許可を付与

読み取り

whatIfForecastExport* (p. 934)

予測子の精度メトリクスを取得
GetAccuracyMetrics
するアクセス許可を付与

読み取り

predictor* (p. 933)

エンドポイントの時系列の予測
GetRecentForecastContext
コンテキストを取得するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

読み取り

endpoint* (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

エンドポイントを呼び出して時
InvokeForecastEndpoint
系列の予測を取得するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

読み取り

すべてのデータセットグループ
ListDatasetGroupsを一覧表示するアクセス許可を
付与

読み込み

すべてのデータセットインポー
ListDatasetImportJobs
トジョブを一覧表示するアクセ
ス許可を付与

読み込み

ListDatasets

すべてのデータセットを一覧表
示するアクセス許可を付与

読み込み

すべての説明可能性を一覧表示
ListExplainabilitiesするアクセス許可を付与

読み込み

すべての説明可能性を一覧表示
ListExplainabilityExports
するアクセス許可を付与

読み込み

すべての予測エクスポートジョ
ListForecastExportJobs
ブを一覧表示するアクセス許可
を付与

読み込み

ListForecasts

すべての予測を一覧表示するア
クセス許可を付与

読み取り

モニターのすべてのモニター評
ListMonitorEvaluations
価結果を一覧表示するアクセス
許可を付与

読み取り

ListMonitors

すべてのモニターリソースを一
覧表示するアクセス許可を付与

読み取り

すべての予測子バックテストエ
ListPredictorBacktestExportJobs
クスポートジョブを一覧表示す
るアクセス許可を付与

読み込み

ListPredictors

すべての予測子を一覧表示する
アクセス許可を付与

読み込み

Amazon Forecast リソースのタ
ListTagsForResource
グを一覧表示するアクセス許可
を付与

読み取り

依存アク
ション

endpoint* (p. 934)

monitor* (p. 934)

dataset (p. 933)
datasetGroup (p. 933)
datasetImportJob (p. 933)
endpoint (p. 934)
explainability (p. 933)
explainabilityExport (p. 934)
forecast (p. 933)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

forecastExport (p. 933)
monitor (p. 934)
predictor (p. 933)
predictorBacktestExportJob (p. 933)
whatIfAnalysis (p. 934)
whatIfForecast (p. 934)
whatIfForecastExport (p. 934)
すべての What-If 分析を一覧表示
ListWhatIfAnalyses
するアクセス許可を付与

読み取り

すべての What-If 予測エクスポー
ListWhatIfForecastExports
トを一覧表示するアクセス許可
を付与

読み取り

すべての What-If 予測を一覧表示
ListWhatIfForecasts
するアクセス許可を付与

読み取り

QueryForecast

読み取り

forecast* (p. 933)

単一項目に関する What-If 予測を
QueryWhatIfForecast
取得するアクセス許可を付与

読み取り

whatIfForecast* (p. 934)

Amazon Forecast リソースジョ
ResumeResourceブを再開するアクセス許可を付
与

書き込み

monitor* (p. 934)

単一項目に関する予測を取得す
るアクセス許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

StopResource

Amazon Forecast リソースジョ
ブを停止するアクセス許可を付
与

書き込み

datasetImportJob* (p. 933)
endpoint* (p. 934)
explainability* (p. 933)
explainabilityExport* (p. 934)
forecast* (p. 933)
forecastExport* (p. 933)
monitor* (p. 934)
predictor* (p. 933)
predictorBacktestExportJob* (p. 933)
whatIfAnalysis* (p. 934)
whatIfForecast* (p. 934)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

whatIfForecastExport* (p. 934)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)
TagResource

指定されたタグをリソースに関
連付けるアクセス許可を付与

タグ付け

dataset (p. 933)
datasetGroup (p. 933)
datasetImportJob (p. 933)
endpoint (p. 934)
explainability (p. 933)
explainabilityExport (p. 934)
forecast (p. 933)
forecastExport (p. 933)
monitor (p. 934)
predictor (p. 933)
predictorBacktestExportJob (p. 933)
whatIfAnalysis (p. 934)
whatIfForecast (p. 934)
whatIfForecastExport (p. 934)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)

リソースについて指定されたタ
UntagResource グを削除するアクセス許可を付
与

タグ付け

dataset (p. 933)
datasetGroup (p. 933)
datasetImportJob (p. 933)
endpoint (p. 934)
explainability (p. 933)
explainabilityExport (p. 934)
forecast (p. 933)
forecastExport (p. 933)
monitor (p. 934)
predictor (p. 933)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

predictorBacktestExportJob (p. 933)
whatIfAnalysis (p. 934)
whatIfForecast (p. 934)
whatIfForecastExport (p. 934)
aws:TagKeys (p. 934)
データセットを更新するアクセ
UpdateDatasetGroup
ス許可を付与

書き込み

dataset* (p. 933)
datasetGroup* (p. 933)

Amazon Forecast で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 925)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

dataset

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:dataset/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

datasetGroup

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:dataset-group/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
datasetImportJob ${Account}:dataset-import-job/${ResourceId}
algorithm

arn:${Partition}:forecast:::algorithm/
${ResourceId}

predictor

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:predictor/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
predictorBacktestExportJob
${Account}:predictor-backtest-export-job/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

forecast

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:forecast/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

forecastExport

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:forecast-export-job/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

explainability

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:explainability/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
explainabilityExport
${Account}:explainability-export/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

monitor

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:monitor/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

whatIfAnalysis

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:what-if-analysis/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

whatIfForecast

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:what-if-forecast/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
whatIfForecastExport
${Account}:what-if-forecast-export/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

endpoint

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 934)

arn:${Partition}:forecast:${Region}:
${Account}:forecast-endpoint/${ResourceId}

Amazon Forecast の条件キー
Amazon Forecast では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Fraud Detector のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon Fraud Detector（サービスプレフィックス: frauddetector）では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• Amazon Fraud Detector で定義されるアクション (p. 935)
• Amazon Fraud Detector で定義されるリソースタイプ (p. 948)
• Amazon Fraud Detector の条件キー (p. 949)

Amazon Fraud Detector で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

変数のバッチを作成する許可を
BatchCreateVariable
付与。

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

変数のバッチを取得する許可を
BatchGetVariable 付与。

リスト

variable* (p. 949)

指定されたバッチインポート
CancelBatchImportJob
ジョブをキャンセルするための
アクセス許可を付与する

書き込み

batchimport* (p. 949)

指定したバッチ予測ジョブを
CancelBatchPredictionJob
キャンセルする許可を付与。

書き込み

batchprediction* (p. 948)

バッチインポートジョブを作成
CreateBatchImportJob
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

batchimport* (p. 949)
eventtype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

バッチ予測ジョブを作成する許
CreateBatchPredictionJob
可を付与。
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書き込み

batchprediction* (p. 948)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

detector* (p. 948)
detectorversion* (p. 948)
eventtype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)
ディテクターのバージョンを作
CreateDetectorVersion
成する許可を付与。ディテク
ターのバージョンは DRAFT ス
テータスで開始されます。

書き込み

detector* (p. 948)
externalmodel (p. 949)
modelversion (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

CreateModel

指定されたモデルタイプを使用
してモデルを作成する許可を付
与。

書き込み

eventtype* (p. 949)
model* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

指定されたモデルタイプとモデ
CreateModelVersion
ル ID を使用してモデルのバー
ジョンを作成する許可を付与。

書き込み

model* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

CreateRule

指定されたディテクターで使用
するルールを作成する許可を付
与。

書き込み

detector* (p. 948)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

CreateVariable 変数を作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バッチインポートジョブを削除
DeleteBatchImportJob
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

batchimport* (p. 949)

バッチ予測ジョブを削除する許
DeleteBatchPredictionJob
可を付与。

書き込み

batchprediction* (p. 948)

DeleteDetector ディテクターを削除する許可を
付与。ディテクターを削除す
る前に、ディテクターに関連付
けられたすべてのディテクター
バージョンとルールバージョン
を削除する必要があります。

書き込み

detector* (p. 948)

ディテクターのバージョンを削
DeleteDetectorVersion
除する許可を付与。ステータス
が ACTIVE のディテクターバー
ジョンは削除できません。

書き込み

detectorversion* (p. 948)

エンティティタイプを削除する
DeleteEntityType 許可を付与。イベントタイプに
含まれているエンティティタイ
プは削除できません。

書き込み

entitytype* (p. 949)

DeleteEvent

指定されたイベントを削除する
許可を付与。

書き込み

eventtype* (p. 949)

イベントタイプを削除する許可
DeleteEventType を付与。ディテクターまたはモ
デルで使用されているイベント
タイプは削除できません。

書き込み

eventtype* (p. 949)

指定されたタイプのイベントを
DeleteEventsByEventType
削除するためのアクセス許可を
付与する

書き込み

eventtype* (p. 949)

Amazon Fraud Detector から
DeleteExternalModel
SageMaker モデルを削除する許
可を付与。ディテクターのバー
ジョンに関連付けられていない
場合は、Amazon SageMaker モ
デルを削除できます。

書き込み

externalmodel* (p. 949)

DeleteLabel

ラベルを削除する許可を付
書き込み
与。Amazon Fraud Detector のイ
ベントタイプに含まれるラベル
は削除できません。イベント ID
に割り当てられたラベルは削除
できません。まず、関連するイ
ベント ID を削除する必要があり
ます。
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label* (p. 949)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteModel

モデルを削除する許可を付
書き込み
与。ディテクターのバージョ
ンに関連付けられていない場合
は、Amazon Fraud Detector でモ
デルとモデルバージョンを削除
できます。

model* (p. 949)

モデルのバージョンを削除する
DeleteModelVersion
許可を付与。ディテクターの
バージョンに関連付けられて
いない場合は、Amazon Fraud
Detector でモデルとモデルバー
ジョンを削除できます。

書き込み

modelversion* (p. 949)

結果を削除する許可を付与。
DeleteOutcome ルールバージョンで使用されて
いる結果を削除することはでき
ません。

書き込み

outcome* (p. 949)

DeleteRule

ルールを削除する許可を付
与。ACTIVE または INACTIVE
のディテクターバージョンで使
用されている場合はルールを削
除できません。

書き込み

rule* (p. 949)

DeleteVariable

変数を削除する許可を付
書き込み
与。Amazon Fraud Detector のイ
ベントタイプに含まれる変数は
削除できません。

variable* (p. 949)

指定されたディテクターのすべ
DescribeDetector てのバージョンを取得する許可
を付与。

読み込み

detector* (p. 948)

指定したモデルタイプ、または
DescribeModelVersions
指定したモデルタイプとモデル
ID のすべてのモデルバージョン
を取得する許可を付与。また、
指定した単一のモデルバージョ
ンの詳細を取得することもでき
ます。

読み込み

modelversion (p. 949)

すべてのバッチインポートジョ
GetBatchImportJobs
ブ、またはジョブ ID により指定
した特定のジョブを、取得する
ためのアクセス許可を付与する

リスト

batchimport (p. 949)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべてのバッチ予測ジョブ、
リスト
GetBatchPredictionJobs
またはジョブ ID を指定した
場合は、指定されたジョブを
取得するためのアクセス許可
を付与します。これはページ
分割された API です。null の
maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 50 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 1～50 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetBatchPredictionJobsResponse
からページ分割トークンを指定
します。null のページ分割トーク
ンは、最初からレコードを取得
します。

batchprediction (p. 948)

特定のイベントタイプでの
GetDeleteEventsByEventTypeStatus
DeleteEventsByEventType API
の実行ステータスを、取得する
ためのアクセス許可を付与する

読み込み

eventtype* (p. 949)

特定のディテクターバージョン
GetDetectorVersion
を取得する許可を付与。

読み込み

detectorversion* (p. 948)

GetDetectors

リスト

detector (p. 948)

DetectorId が指定されている場
合は、すべてのディテクター、
または 1 つのディテクターを取
得する許可を付与。これはペー
ジ分割された API です。null の
maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 10 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 5～10 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetDetectorsResponse から
ページ分割トークンを指定しま
す。null のページ分割トークン
は、最初からレコードを取得し
ます。
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ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべてのエンティティタイプ、
または名前が指定されている場
合は、指定されたエンティティ
タイプを取得するためのアク
セス許可を付与します。これは
ページ分割された API です。null
の maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 10 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 5～10 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetEntityTypesResponse から
ページ分割トークンを指定しま
す。null のページ分割トークン
は、最初からレコードを取得し
ます。

リスト

entitytype (p. 949)

指定されたイベントの詳細を取
得するためのアクセス許可を付
与する

読み込み

eventtype* (p. 949)

ディテクターのバージョンに対
GetEventPrediction
してイベントを評価する許可を
付与。バージョン ID が指定され
ていない場合は、ディテクター
の (ACTIVE) バージョンが使用さ
れます。

読み込み

detector* (p. 948)

特定の予測の詳細を取得する許
GetEventPredictionMetadata
可を付与

読み込み

GetEntityTypes

GetEvent

detectorversion* (p. 948)
eventtype* (p. 949)
detector* (p. 948)
detectorversion* (p. 948)
eventtype* (p. 949)
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ション
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Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべてのイベントタイプ、また
は名前が指定されている場合
は、指定されたイベントタイ
プを取得するためのアクセス
許可を付与します。これはペー
ジ分割された API です。null の
maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 10 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 5～10 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetEventTypesResponse から
ページ分割トークンを指定しま
す。null のページ分割トークン
は、最初からレコードを取得し
ます。

リスト

eventtype (p. 949)

サービスにインポートされた 1
GetExternalModels
つ以上の Amazon SageMaker
モデルの詳細を取得する許
可を付与。これはページ分
割された API です。null の
maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 10 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 5～10 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetExternalModelsResult から
ページ分割トークンを指定しま
す。null のページ分割トークン
は、最初からレコードを取得し
ます。

リスト

externalmodel (p. 949)

GetEventTypes

Amazon Fraud Detector のコンテ 読み込み
GetKMSEncryptionKey
ンツの暗号化に使用される Key
Management Service (KMS) カ
スタマーマスターキー (CMK) が
指定されている場合は、暗号化
キーを取得する許可を付与。
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetLabels

名前が指定されている場合は、
すべてのラベルまたは指定され
たラベルを取得するためのアク
セス許可を付与します。これは
ページ分割された API です。null
の maxResults を指定した場合、
このアクションでは、1 ペー
ジあたり最大 50 個のレコード
を取得します。maxResults を
指定する場合、値は 10～50 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetGetLabelsResponse から
ページ分割トークンを指定しま
す。null のページ分割トークン
は、最初からレコードを取得し
ます。

リスト

label (p. 949)

読み込み

modelversion* (p. 949)

指定されたモデルバージョンの
GetModelVersion 詳細を取得する許可を付与。
GetModels

1 つまたは複数のモデルを取得
リスト
する許可を付与。モデルタイプ
もモデル ID も指定されていない
場合は、AWS アカウント のすべ
てのモデルを取得します。モデ
ルタイプが指定されているが、
モデル ID が指定されていない
場合、その AWS アカウント で
そのモデルタイプのすべてのモ
デルを取得します。(モデルタイ
プ、モデル ID) タプルが指定され
ている場合は、指定されたモデ
ルを取得します。

model (p. 949)

GetOutcomes

1 つ以上の結果を取得する許可
を付与。これはページ分割され
た API です。null の maxResults
を指定した場合、このアク
ションでは、1 ページあたり
最大 100 個のレコードを取得
します。maxResults を指定
する場合、値は 50～100 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetOutcomesResult からページ
分割トークンを指定します。null
のページ分割トークンは、最初
からレコードを取得します。

outcome (p. 949)
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リスト
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ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetRules

ruleID と ruleVersion が指定され リスト
ていない場合は、ディテクター
のすべてのルールを取得する許
可を付与 (ページ分割)。ディテク
タのすべてのルールと存在する
場合は ruleID (ページ分割) を取
得します。ruleId と ruleVersion
の両方が指定されている場合
は、指定されたルールを取得し
ます。

rule (p. 949)

GetVariables

すべての変数または指定された
リスト
変数を取得する許可を付与しま
す。これはページ分割された API
です。null の maxSizePerPage
を指定すると、1 ページあたり
最大 100 個のレコードを取得
します。maxSizePerPage を指
定する場合、値は 50 ～ 100 の
間である必要があります。次
のページの結果を取得するに
は、リクエストの一部として
GetVariablesResult からページ分
割トークンを指定します。null の
ページ分割トークンは、最初か
らレコードを取得します。

variable (p. 949)

過去の予測のリストを取得する
ListEventPredictions
許可を付与

リスト

detector (p. 948)
detectorversion (p. 948)
eventtype (p. 949)

リソースに関連付けられたすべ
読み込み
ListTagsForResource
てのタグを一覧表示する許可を
付与。これはページ分割された
API です。次のページの結果を取
得するには、リクエストの一部
としてレスポンスからページ分
割トークンを指定します。null の
ページ分割トークンは、最初か
らレコードを取得します。

batchimport (p. 949)
batchprediction (p. 948)
detector (p. 948)
detectorversion (p. 948)
entitytype (p. 949)
eventtype (p. 949)
externalmodel (p. 949)
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ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

label (p. 949)
model (p. 949)
modelversion (p. 949)
outcome (p. 949)
rule (p. 949)
variable (p. 949)
PutDetector

ディテクターを作成または更新
する許可を付与

書き込み

detector* (p. 948)
eventtype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

PutEntityType

PutEventType

エンティティタイプを作成また
は更新する許可を付与。エン
ティティは、イベントを実行し
ているユーザーを表します。不
正予測の一部として、イベント
を実行した特定のエンティティ
を示すエンティティ ID を渡し
ます。エンティティタイプは、
エンティティを分類します。分
類の例には、お客様、マーチャ
ント、アカウントなどがありま
す。

書き込み

イベントタイプを作成または更
書き込み
新する許可を付与。イベント
とは、不正リスクについて評価
される事業活動です。Amazon
Fraud Detector では、イベント
の不正予測を生成します。イベ
ントタイプは、Amazon Fraud
Detector に送信されるイベン
トの構造を定義します。これに
は、イベントの一部として送信
される変数、イベントを実行す
るエンティティ (お客様など)、イ
ベントを分類するラベルが含ま
れます。イベントタイプには、
オンライン支払いトランザク
ション、アカウント登録、認証
などがあります。
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entitytype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

eventtype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon SageMaker モデルエン
PutExternalModel ドポイントを作成または更新す
る許可を付与。また、このアク
ションを使用して、IAM ロール
やマッピングされた変数など、
モデルのエンドポイントの設定
を更新することもできます。

書き込み

依存アク
ション

eventtype* (p. 949)
externalmodel* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

Amazon Fraud Detector のコン
PutKMSEncryptionKey
テンツの暗号化に使用する Key
Management Service (KMS) カス
タマーマスターキー (CMK) を指
定する許可を付与。

書き込み

PutLabel

ラベルを作成または更新する許
可を付与。ラベルは、イベント
を不正または正当として分類し
ます。ラベルはイベントタイプ
に関連付けられ、Amazon Fraud
Detector で教師あり機械学習モ
デルをトレーニングするために
使用されます。

書き込み

結果を作成または更新する許可
を付与。

書き込み

PutOutcome

label* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

outcome* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

SendEvent

イベントを送信するためのアク
セス許可を付与する

書き込み

eventtype* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

TagResource

リソースにタグを割り当てるア
クセス許可を付与します。

タグ付け

batchimport (p. 949)
batchprediction (p. 948)
detector (p. 948)
detectorversion (p. 948)
entitytype (p. 949)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

eventtype (p. 949)
externalmodel (p. 949)
label (p. 949)
model (p. 949)
modelversion (p. 949)
outcome (p. 949)
rule (p. 949)
variable (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

batchimport (p. 949)
batchprediction (p. 948)
detector (p. 948)
detectorversion (p. 948)
entitytype (p. 949)
eventtype (p. 949)
externalmodel (p. 949)
label (p. 949)
model (p. 949)
modelversion (p. 949)
outcome (p. 949)
rule (p. 949)
variable (p. 949)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Fraud Detector

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
ディテクターのバージョンを更
UpdateDetectorVersion
新する許可を付与。更新でき
る探知器バージョン属性には、
モデル、外部モデルのエンド
ポイント、ルール、ルール実
行モードおよび説明が含まれま
す。DRAFT のディテクターバー
ジョンのみを更新できます。

書き込み

detector* (p. 948)

ディテクターのバージョン説
UpdateDetectorVersionMetadata
明を更新する許可を付与。任
意のディテクターバージョン
(DRAFT、ACTIVE、または
INACTIVE) のメタデータを更新
できます。

書き込み

detectorversion* (p. 948)

ディテクターのバージョンス
書き込み
UpdateDetectorVersionStatus
テータスを更新する許可を付
与。UpdateDetectorVersionStatus
を使用して、昇格または降
格 (DRAFT から ACTIVE
へ、ACTIVE から INACTIVE
へ、INACTIVE から ACTIVE へ)
を実行できます。

detectorversion* (p. 948)

既存のイベントについてレコー
UpdateEventLabelドのラベル値を更新するための
アクセス許可を付与する

eventtype* (p. 949)

externalmodel (p. 949)
modelversion (p. 949)

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

UpdateModel

モデルを更新する許可を付与。
このアクションを使用して、説
明属性を更新できます。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モデルバージョンを更新する許
UpdateModelVersion
可を付与。モデルバージョンを
更新すると、更新されたトレー
ニングデータを使用して既存
のモデルバージョンが再トレー
ニングされ、モデルの新しい
マイナーバージョンが作成され
ます。このアクションを使用し
て、トレーニングデータセット
の場所とデータアクセスロール
の属性を更新できます。このア
クションにより、モデルの新し
いマイナーバージョン (バージョ
ン 1.01、1.02、1.03 など) が作
成され、トレーニングされま
す。

書き込み

モデルバージョンのステータス
UpdateModelVersionStatus
を更新する許可を付与。

書き込み

modelversion* (p. 949)

ルールのメタデータを更新する
UpdateRuleMetadata
許可を付与。説明属性は更新で
きます。

書き込み

rule* (p. 949)

ルールバージョンを更新して新
UpdateRuleVersion
しいルールバージョンを作成
する許可を付与。新しいルー
ルバージョンになるルールバー
ジョンを更新します (バージョン
1、2、3...)。

書き込み

rule* (p. 949)

UpdateVariable

変数を更新する許可を付与。

依存アク
ション

model* (p. 949)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 949)
aws:TagKeys (p. 949)
書き込み

variable* (p. 949)

Amazon Fraud Detector で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 935)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

batchprediction

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:batch-prediction/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

detector

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:detector/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

detectorversion

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:detector-version/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)
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リソースタイプ ARN

条件キー

entity-type

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:entity-type/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

external-model

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:external-model/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

event-type

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:event-type/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

label

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:label/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

model

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:model/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

model-version

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:model-version/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

outcome

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:outcome/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

rule

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:rule/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

variable

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:variable/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

batch-import

arn:${Partition}:frauddetector:${Region}:
${Account}:batch-import/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 949)

Amazon Fraud Detector の条件キー
Amazon Fraud Detector では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon FreeRTOS のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon FreeRTOS (サービスプレフィックス: freertos) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon FreeRTOS で定義されるアクション (p. 950)
• Amazon FreeRTOS で定義されるリソースタイプ (p. 951)
• Amazon FreeRTOS の条件キー (p. 951)

Amazon FreeRTOS で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ソフトウェア構成を作成
CreateSoftwareConfiguration

書き込み

依存アク
ション

configuration* (p. 951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 952)
aws:TagKeys (p. 952)

ソフトウェア構成を削除
DeleteSoftwareConfiguration

書き込み

ハードウェアプラットフォーム
DescribeHardwarePlatform
に関する説明

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ソフトウェア構成に関する説明
DescribeSoftwareConfiguration

読み取り

Amazon FreeRTOS ソフトウェ
GetSoftwareURL アのダウンロード用の URL を取
得

読み取り

設定に基づいて、Amazon
GetSoftwareURLForConfiguration
FreeRTOS ソフトウェアのダウ
ンロード用 URL を取得

読み取り

AmazonFreeRTOS のバージョン
ListFreeRTOSVersions
を一覧表示

リスト

ハードウェアプラットフォーム
ListHardwarePlatforms
を一覧表示

リスト

ハードウェアベンダーを一覧表
ListHardwareVendors
示

リスト

ソフトウェア設定を一覧表示
ListSoftwareConfigurations

リスト

ソフトウェア設定を更新
UpdateSoftwareConfiguration

書き込み

依存アク
ション

configuration* (p. 951)

configuration* (p. 951)

Amazon FreeRTOS で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 950)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

configuration

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 952)

arn:${Partition}:freertos:
${Region}:${Account}:configuration/
${ConfigurationName}

Amazon FreeRTOS の条件キー
Amazon FreeRTOS は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが Amazon FreeRTOS に対して行うリクエストに含
まれるタグキー

文字列

Amazon FreeRTOS リソースにアタッチされているタグのタ
グキーコンポーネント

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのタグ
キー名のリスト

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon FSx のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon FSx (サービスプレフィックス: fsx) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon FSx で定義されるアクション (p. 952)
• Amazon FSx で定義されるリソースタイプ (p. 958)
• Amazon FSx の条件キー (p. 959)

Amazon FSx で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ファイルゲートウェイインスタ
AssociateFileGateway
ンスを Amazon FSx for Windows
File Server 用のファイルシステ
ムに関連付けるアクセス許可を
付与します。

書き込み

filesystem* (p. 959)

Amazon FSx for Windows File
AssociateFileSystemAliases
Server ファイルシステムに DNS
エイリアスを関連付けるアクセ
ス権限を付与します

書き込み

filesystem* (p. 959)

データリポジトリタスクをキャ
CancelDataRepositoryTask
ンセルするアクセス権限を付与
します

書き込み

task* (p. 959)

CopyBackup

書き込み

backup* (p. 959)

バックアップをコピーする許可
を付与。

依存アク
ション

fsx:TagResource

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

CreateBackup

Amazon FSx ファイルシステム
または Amazon FSx ボリューム
の新しいバックアップを作成す
る許可を付与

書き込み

backup* (p. 959)

fsx:TagResource

filesystem (p. 959)
volume (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

Amazon FSx for Lustre ファイル
CreateDataRepositoryAssociation
システム用の新しいデータリポ
ジトリタスクを作成するアクセ
ス権限を付与します。

書き込み

association* (p. 959)

fsx:TagResource

filesystem* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

Amazon FSx for Lustre ファイル
CreateDataRepositoryTask
システム用の新しいデータリポ
ジトリタスクを作成するアクセ
ス権限を付与します

書き込み

filesystem* (p. 959)

fsx:TagResource

task* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)
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アクション

説明

新しい空の Amazon FSx ファイ
CreateFileSystemルシステムを作成するアクセス
権限を付与します

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

fsx:TagResource

filesystem* (p. 959)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

既存のバックアップから新しい
CreateFileSystemFromBackup
Amazon FSx ファイルシステム
を作成するアクセス権限を付与
します

書き込み

backup* (p. 959)

fsx:TagResource

filesystem* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

大量の新しい スナップショット
CreateSnapshot を作成する許可を付与します。

書き込み

snapshot* (p. 959)

fsx:TagResource

volume* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

Amazon FSx for Ontap ファイル
CreateStorageVirtualMachine
システム内に新しいストレージ
仮想マシンを作成する許可を付
与

書き込み

filesystem* (p. 959)

fsx:TagResource

storagevirtualmachine* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

CreateVolume

新しいボリュームを作成する許
可を付与

書き込み

volume* (p. 959)

fsx:TagResource

snapshot (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)
fsx:StorageVirtualMachineId (p. 960)
fsx:ParentVolumeId (p. 960)

バックアップから新しいボ
CreateVolumeFromBackup
リュームを作成する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume* (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)
fsx:StorageVirtualMachineId (p. 960)
DeleteBackup

バックアップを削除するアクセ
ス権限を付与し、その内容を削
除します。削除後、バックアッ
プは存在しなくなり、そのデー
タは使用できなくなります。

書き込み

backup* (p. 959)

リポジトリの関連付けを記述す
DeleteDataRepositoryAssociation
る許可を付与します。

書き込み

association* (p. 959)

ファイルシステムを削除するア
DeleteFileSystem クセス権限を付与し、そのコン
テンツおよびファイルシステム
の既存の自動バックアップを削
除します

書き込み

filesystem* (p. 959)

fsx:CreateBackup
fsx:TagResource

backup (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

大量のスナップショットを削除
DeleteSnapshot する許可を付与します。

書き込み

snapshot* (p. 959)

ストレージ仮想マシンを削除し
DeleteStorageVirtualMachine
て、その内容を削除する許可を
付与します。

書き込み

storagevirtualmachine* (p. 959)

DeleteVolume

書き込み

volume* (p. 959)

ボリュームを削除して、その内
容およびボリュームの既存の自
動バックアップを削除する許可
を付与します。

backup (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)
fsx:StorageVirtualMachineId (p. 960)
fsx:ParentVolumeId (p. 960)

Amazon FSx for Windows File
DescribeAssociatedFileGateways
Server ファイルシステムに関連
付けられたファイルゲートウェ
イインスタンスを記述する許可
を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeBackups AWS リージョン で AWS アカ
ウント が所有しているすべての
バックアップの説明を返すアク
セス許可を付与します

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeDataRepositoryAssociations
AWS アカウント で AWS リー
ジョン によって所有されている
すべてのデータリポジトリ関連
付けの記述を返すアクセス許可
を付与します。

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeDataRepositoryTasks
AWS アカウント で AWS リー
ジョン によって所有されている
すべてのデータリポジトリタス
クの説明を返すアクセス許可を
付与します

読み込み

Amazon FSx for Windows File
DescribeFileSystemAliases
Server ファイルシステムが所有
しているすべての DNS エイリア
スの説明を返すアクセス権限を
付与します

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeFileSystems
AWS リージョン で AWS アカ
ウント が所有しているすべての
ファイルシステムの説明を返す
アクセス許可を付与します

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeSnapshots
AWS リージョン で AWS アカウ
ント によって所有されているす
べてのスナップショットの記述
を返す許可を付与します。

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeStorageVirtualMachines
AWS リージョン で AWS アカウ
ント によって所有されているす
べてのストレージ仮想マシンの
説明を返す許可を付与

読み込み

呼び出し先のエンドポイントの
DescribeVolumes AWS リージョン で AWS アカウ
ント によって所有されているす
べてのボリュームの説明を返す
許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon FSx for Windows File
DisassociateFileGateway
Server ファイルシステムから
ファイルゲートウェイインスタ
ンスの関連付けを解除する許可
を付与。

書き込み

filesystem* (p. 959)

ファイルシステムエイリアスと
DisassociateFileSystemAliases
Amazon FSx for Windows File
Server ファイルシステムの関連
付けを解除するアクセス権限を
付与します

書き込み

filesystem* (p. 959)

Amazon FSx リソースのタグを
ListTagsForResource
一覧表示するアクセス権限を付
与します

読み込み

association (p. 959)
backup (p. 959)
filesystem (p. 959)
snapshot (p. 959)
storagevirtualmachine (p. 959)
task (p. 959)
volume (p. 959)

AWS Backup を通じてバック
ManageBackupPrincipalAssociations
アッププリンシパルの関連付け
を管理するアクセス許可を付与
します

経営へのア backup* (p. 959)
クセス権

ファイルシステムの NFS V3 の
ReleaseFileSystemNfsV3Locks
ロックをリリースする許可を付
与します

書き込み

filesystem* (p. 959)

スナップショットからボリュー
RestoreVolumeFromSnapshot
ム状態を復元するアクセス許可
を付与します。

書き込み

snapshot* (p. 959)

TagResource

タグ付け

Amazon FSx リソースにタグを
付けるアクセス権限を付与しま
す

volume* (p. 959)
association (p. 959)
backup (p. 959)
filesystem (p. 959)
snapshot (p. 959)
storagevirtualmachine (p. 959)
task (p. 959)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

volume (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 959)
Amazon FSx リソースからタグ
UntagResource を削除するアクセス権限を付与
します

タグ付け

association (p. 959)
backup (p. 959)
filesystem (p. 959)
snapshot (p. 959)
storagevirtualmachine (p. 959)
task (p. 959)
volume (p. 959)
aws:TagKeys (p. 959)

データリポジトリ関連付け設定
UpdateDataRepositoryAssociation
を更新するアクセス許可を付与
します。

書き込み

association* (p. 959)

ファイルシステム設定を更新す
UpdateFileSystemるアクセス権限を付与します

書き込み

filesystem* (p. 959)

スナップショット設定を更新す
UpdateSnapshot る許可を付与します。

書き込み

snapshot* (p. 959)

ストレージ仮想マシンの設定を
UpdateStorageVirtualMachine
更新する許可を付与

書き込み

storagevirtualmachine* (p. 959)

UpdateVolume

書き込み

volume* (p. 959)

ボリュームの設定を更新する許
可を付与

fsx:StorageVirtualMachineId (p. 960)
fsx:ParentVolumeId (p. 960)

Amazon FSx で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 952)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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Note
Amazon FSx for Windows File Server、Lustre、および Ontap は、それぞれ同じ ARN 形式で、い
くつかの同じリソースタイプを共有します。
リソースタイプ ARN

条件キー

file-system

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:file-system/${FileSystemId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

backup

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:backup/${BackupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

storage-virtual- arn:${Partition}:fsx:${Region}:
machine
${Account}:storage-virtual-machine/
${FileSystemId}/${StorageVirtualMachineId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

task

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:task/${TaskId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

association

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:association/${FileSystemId}/
${DataRepositoryAssociationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

volume

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:volume/${FileSystemId}/
${VolumeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

snapshot

arn:${Partition}:fsx:${Region}:
${Account}:snapshot/${VolumeId}/
${SnapshotId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 959)

Amazon FSx の条件キー
Amazon FSx では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

バックアップが CopyBackup オペレーションの送信先バック
fsx:IsBackupCopyDestination
アップであるかどうかによって、アクセスをフィルターしま
す。
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条件キー

説明

タイプ

バックアップが CopyBackup 操作のソースバックアップであ
fsx:IsBackupCopySource
るかどうかによってアクセスをフィルタリングします。

Bool

ボリュームオペレーションを変更するために、ペアレントボ
fsx:ParentVolumeId リュームを含むことでアクセスをフィルタリングします。

文字列

ボリュームオペレーションを変更するために、ボリュームに
fsx:StorageVirtualMachineId
ついて包含するストレージ仮想マシンでアクセスをフィルタ
リングします

文字列

Amazon GameLift のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon GameLift (サービスプレフィックス: gamelift) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon GameLift で定義されるアクション (p. 960)
• Amazon GameLift で定義されるリソースタイプ (p. 969)
• Amazon GameLift の条件キー (p. 969)

Amazon GameLift で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AcceptMatch

プレイヤーの、提案された
書き込み
FlexMatch マッチの受け入れまた
は拒否を登録する許可を付与

新しいゲームセッションをホス
ClaimGameServerトするゲームサーバーを検索し
て予約する許可を付与

書き込み

CreateAlias

書き込み

フリートの新しいエイリアスを
定義する許可を付与

依存アク
ション

gameServerGroup* (p. 969)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

CreateBuild

Amazon S3 バケットに格納さ
れたファイルを使用して新しい
ゲームビルドを作成する許可を
付与

書き込み

ゲームサーバーを稼働するため
の新しいコンピューティングリ
ソース群を作成する許可を付与

書き込み

フリートに追加のロケーション
CreateFleetLocations
を指定する許可を付与

書き込み

CreateFleet

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

新しいゲームサーバーグループ
書き込み
CreateGameServerGroup
を作成し、対応する Auto Scaling
グループを設定し、インスタン
スを起動してゲームサーバーを
ホストする許可を付与
指定されたフリートで新しい
CreateGameSession
ゲームセッションを開始する許
可を付与

書き込み

ゲームセッションプレイスメン
CreateGameSessionQueue
トリクエストを処理するための
新しいキューを設定する許可を
付与

書き込み

新しい FlexMatch マッチメイ
CreateMatchmakingConfiguration
カーを作成する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

FlexMatch の新しいマッチメイキ 書き込み
CreateMatchmakingRuleSet
ングルールセットを作成する許
可を付与
プレイヤーに利用可能なゲーム
CreatePlayerSession
セッションスロットを予約する
許可を付与
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${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

複数のプレイヤーに利用可能な
CreatePlayerSessions
ゲームセッションスロットを予
約する許可を付与

書き込み

CreateScript

書き込み

新しいリアルタイムサーバース
クリプトを作成する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

GameLift が GameLift フリート
CreateVpcPeeringAuthorization
VPC と別の AWS アカウント の
VPC 間のピアリング接続を作成
または削除するアクセス許可を
付与します

書き込み

GameLift フリート VPC と別のア 書き込み
CreateVpcPeeringConnection
カウントの VPC の間にピア接続
を確立する許可を付与
DeleteAlias

エイリアスを削除する許可を付
与

書き込み

alias* (p. 969)

DeleteBuild

ゲームビルドを削除する許可を
付与

書き込み

build* (p. 969)

DeleteFleet

空のフリートを削除する許可を
付与

書き込み

fleet* (p. 969)

フリートのロケーションを削除
DeleteFleetLocations
する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

ゲームサーバーグループを完全
書き込み
DeleteGameServerGroup
に削除し、対応する Auto Scaling
グループの FleetIQ アクティビ
ティを終了する許可を付与

gameServerGroup* (p. 969)

既存のゲームセッションキュー
DeleteGameSessionQueue
を削除する許可を付与

書き込み

gameSessionQueue* (p. 969)

既存の FlexMatch マッチメイ
DeleteMatchmakingConfiguration
カーを削除する許可を付与

書き込み

matchmakingConfiguration* (p. 969)

既存の FlexMatch マッチメイキ
DeleteMatchmakingRuleSet
ングルールセットを削除する許
可を付与

書き込み

matchmakingRuleSet* (p. 969)

自動スケーリングルールのセッ
DeleteScalingPolicy
トを削除する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

DeleteScript

書き込み

script* (p. 969)

リアルタイムサーバースクリプ
トを削除する許可を付与

VPC ピア認証をキャンセルする
DeleteVpcPeeringAuthorization
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

VPC 間のピア接続を削除する許
DeleteVpcPeeringConnection
可を付与

書き込み

ゲームサーバーグループから
DeregisterGameServer
ゲームサーバーを削除する許可
を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

DescribeAlias

エイリアスのプロパティを取得
するためのアクセス許可を付与
します

読み込み

alias* (p. 969)

DescribeBuild

ゲームビルドのプロパティを取
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み

build* (p. 969)

EC2 インスタンスタイプの最大
DescribeEC2InstanceLimits
使用量および現在の使用量を取
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み

フリートの一般プロパティ (ス
DescribeFleetAttributes
テータスを含む) を取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

フリートの現在の容量設定を取
DescribeFleetCapacity
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み

フリートのイベントログからエ
DescribeFleetEvents
ントリを取得するためのアクセ
ス許可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートのロケーションに関す
DescribeFleetLocationAttributes
る一般的なプロパティ (ステータ
スを含む) を取得するためのアク
セス許可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートのロケーションの現在
DescribeFleetLocationCapacity
の容量設定を取得するためのア
クセス許可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートのロケーションの使用
DescribeFleetLocationUtilization
状況統計情報を取得するための
アクセス許可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートのインバウンド接続の
DescribeFleetPortSettings
権限を取得するためのアクセス
許可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートの使用率統計情報を取
DescribeFleetUtilization
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ゲームサーバーのプロパティを
DescribeGameServer
取得するためのアクセス許可を
付与します

読み込み

gameServerGroup* (p. 969)

ゲームサーバーグループのプロ
DescribeGameServerGroup
パティを取得するためのアクセ
ス許可を付与します

読み込み

gameServerGroup* (p. 969)

ゲームサーバーグループの EC2
DescribeGameServerInstances
インスタンスのステータスを取
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み

gameServerGroup* (p. 969)

保護ポリシーを含む、フリート
DescribeGameSessionDetails
内のゲームセッションのプロパ
ティを取得するためのアクセス
許可を付与します

読み込み

ゲームセッションプレイスメン
DescribeGameSessionPlacement
トリクエストの詳細を取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す

読み込み

ゲームセッションキューのプロ
DescribeGameSessionQueues
パティを取得するためのアクセ
ス許可を付与します

読み込み

フリート内のゲームセッション
DescribeGameSessions
のプロパティを取得するための
アクセス許可を付与します

読み込み

フリート内のインスタンスに関
DescribeInstancesする情報を取得するためのアク
セス許可を付与します

読み込み

マッチメイキングチケットの詳
DescribeMatchmaking
細を取得するためのアクセス許
可を付与します

読み込み

FlexMatch マッチメイカーのプロ 読み込み
DescribeMatchmakingConfigurations
パティを取得するためのアクセ
ス許可を付与します
FlexMatch マッチメイキングルー 読み込み
DescribeMatchmakingRuleSets
ルセットのプロパティを取得す
るためのアクセス許可を付与し
ます
ゲームセッションでプレイヤー
DescribePlayerSessions
セッションのプロパティを取得
するためのアクセス許可を付与
します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

フリートの現在のランタイム設
DescribeRuntimeConfiguration
定を取得するためのアクセス許
可を付与します

読み込み

fleet* (p. 969)

フリートに適用されるすべての
DescribeScalingPolicies
スケーリングポリシーを取得す
るためのアクセス許可を付与し
ます

読み込み

fleet* (p. 969)

DescribeScript

読み込み

script* (p. 969)

リアルタイムサーバースクリプ
トのプロパティを取得するため
のアクセス許可を付与します

有効な VPC ピア認証を取得する
DescribeVpcPeeringAuthorizations
ためのアクセス許可を付与しま
す

読み込み

アクティブまたは保留中の VPC
DescribeVpcPeeringConnections
ピア接続の詳細を取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

ゲームセッションで保存された
GetGameSessionLogUrl
ログの場所を取得するためのア
クセス許可を付与します

読み込み

指定されたフリートインスタン
GetInstanceAccess
スへのリモートアクセスをリク
エストする許可を付与

読み込み

ListAliases

現在のリージョンで定義されて
いるすべてのエイリアスを取得
するためのアクセス許可を付与
します

リスト

ListBuilds

現在のリージョン内のすべての
ゲームビルドを取得するための
アクセス許可を付与します

リスト

ListFleets

現在のリージョンのすべてのフ
リートのフリート ID のリストを
取得するためのアクセス許可を
付与します

リスト

現在のリージョンで定義されて
ListGameServerGroups
いるすべてのゲームサーバーグ
ループを取得するためのアクセ
ス許可を付与します

リスト

ゲームサーバーグループで現在
ListGameServers 実行中のすべてのゲームサー
バーを取得するためのアクセス
許可を付与します

リスト
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ション

fleet* (p. 969)

gameServerGroup* (p. 969)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListScripts

現在のリージョンのすべての
Realtime Server スクリプトのプ
ロパティを取得するためのアク
セス許可を付与します

リスト

GameLift リソースのタグを取得
ListTagsForResource
するためのアクセス許可を付与
します

読み込み

依存アク
ション

alias (p. 969)
build (p. 969)
fleet (p. 969)
gameServerGroup (p. 969)
gameSessionQueue (p. 969)
matchmakingConfiguration (p. 969)
matchmakingRuleSet (p. 969)
script (p. 969)

フリートの自動スケーリングポ
PutScalingPolicy リシーを作成または更新する許
可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

新しいゲームサーバーがゲーム
RegisterGameServer
プレイをホストする準備ができ
たときに GameLift FleetIQ に通
知する許可を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

新しいゲームビルドをアップ
RequestUploadCredentials
ロードするときに使用する新し
いアップロード認証情報を取得
するためのアクセス許可を付与
します

読み込み

build* (p. 969)

ResolveAlias

読み込み

alias* (p. 969)

ゲームサーバーグループの一時
ResumeGameServerGroup
停止された FleetIQ アクティビ
ティを復元する許可を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

一連の検索条件に一致するゲー
SearchGameSessions
ムセッションを取得するための
アクセス許可を付与します

読み込み

StopFleetActions() で中断された
StartFleetActions フリートで自動スケーリングア
クティビティを再開する許可を
付与

書き込み

fleet* (p. 969)

ゲームセッションプレイスメン
StartGameSessionPlacement
トリクエストをゲームセッショ
ンキューに送信する許可を付与

書き込み

gameSessionQueue* (p. 969)

エイリアスに関連付けられたフ
リート ID を取得するためのアク
セス許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

FlexMatch マッチメーキングを
StartMatchBackfillリクエストして、既存のゲーム
セッションで使用可能なプレイ
ヤースロットを埋めるアクセス
許可を付与します

書き込み

1 人のプレイヤーまたはプレイ
StartMatchmakingヤーグループに FlexMatch マッ
チメイキングをリクエストし、
ゲームセッションプレイスメン
トを開始する許可を付与

書き込み

フリートで自動スケーリングア
StopFleetActions クティビティを一時停止する許
可を付与

書き込み

進行中のゲームセッションプレ
StopGameSessionPlacement
イスメントリクエストをキャン
セルする許可を付与

書き込み

マッチメイキングをキャンセル
StopMatchmakingするか、処理中のバックフィル
リクエストを照合する許可を付
与

書き込み

ゲームサーバーグループの
SuspendGameServerGroup
FleetIQ アクティビティを一時的
に停止する許可を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

TagResource

タグ付け

alias (p. 969)

GameLift リソースにタグを付け
るアクセス許可を付与します

fleet* (p. 969)

build (p. 969)
fleet (p. 969)
gameServerGroup (p. 969)
gameSessionQueue (p. 969)
matchmakingConfiguration (p. 969)
matchmakingRuleSet (p. 969)
script (p. 969)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 970)
aws:TagKeys (p. 970)

GameLift リソースのタグ付けを
UntagResource 解除する許可を付与

タグ付け

alias (p. 969)
build (p. 969)
fleet (p. 969)
gameServerGroup (p. 969)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

gameSessionQueue (p. 969)
matchmakingConfiguration (p. 969)
matchmakingRuleSet (p. 969)
script (p. 969)
aws:TagKeys (p. 970)
UpdateAlias

既存のエイリアスのプロパティ
を更新する許可を付与

書き込み

alias* (p. 969)

UpdateBuild

既存のビルドのメタデータを更
新する許可を付与

書き込み

build* (p. 969)

既存のフリートの一般プロパ
UpdateFleetAttributes
ティを更新する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

フリートの容量設定を調整する
UpdateFleetCapacity
許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

フリートのポート設定を調整す
UpdateFleetPortSettings
る許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

ゲームサーバーのプロパティ、
UpdateGameServer
ヘルスステータス、または使用
状況ステータスを変更する許可
を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

許可されたインスタンスタイプ
UpdateGameServerGroup
を含む、ゲームサーバーグルー
プのプロパティを更新する許可
を付与

書き込み

gameServerGroup* (p. 969)

既存のゲームセッションのプロ
UpdateGameSession
パティを更新する許可を付与

書き込み

既存のゲームセッションキュー
UpdateGameSessionQueue
のプロパティを更新する許可を
付与

書き込み

gameSessionQueue* (p. 969)

既存の FlexMatch マッチメイキ
UpdateMatchmakingConfiguration
ング設定のプロパティを更新す
る許可を付与

書き込み

matchmakingConfiguration* (p. 969)

既存のフリートのインスタンス
UpdateRuntimeConfiguration
でサーバープロセスの設定方法
を更新する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 969)

UpdateScript

書き込み

script* (p. 969)

既存の Realtime Server スクリプ
トのメタデータとコンテンツを
更新する許可を付与

968

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon GameLift

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

FlexMatch マッチメイキングルー 読み込み
ValidateMatchmakingRuleSet
ルセットの構文を検証する許可
を付与

Amazon GameLift で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 960)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

alias

arn:${Partition}:gamelift:${Region}::alias/
${AliasId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

build

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
${AccountId}:build/${BuildId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

script

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
${AccountId}:script/${ScriptId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

fleet

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
${Account}:fleet/${FleetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
gameSessionQueue
${Account}:gamesessionqueue/
${GameSessionQueueName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
matchmakingConfiguration
${Account}:matchmakingconfiguration/
${MatchmakingConfigurationName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
matchmakingRuleSet
${Account}:matchmakingruleset/
${MatchmakingRuleSetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

arn:${Partition}:gamelift:${Region}:
gameServerGroup${Account}:gameservergroup/
${GameServerGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 970)

Amazon GameLift の条件キー
Amazon GameLift では、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon GameSparks のアクション、リソースおよび
条件キー
Amazon GameSparks (サービスプレフィックス: gamesparks) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon GameSparks で定義されるアクション (p. 970)
• Amazon GameSparks で定義されるリソースタイプ (p. 974)
• Amazon GameSparks の条件キー (p. 974)

Amazon GameSparks で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateGame

ゲームを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
aws:TagKeys (p. 974)

ゲームのスナップショットを作
CreateSnapshot 成する許可を付与

書き込み

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
aws:TagKeys (p. 974)

CreateStage

ゲームにステージを作成する許
可を付与

書き込み

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
aws:TagKeys (p. 974)

DeleteGame

ゲームを削除する許可を付与

書き込み

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

DeleteStage

ゲームからステージを削除する
許可を付与

書き込み

game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

ゲームランタイムからプレー
DisconnectPlayer ヤーを切断する許可を付与

書き込み

game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

ゲーム設定のスナップショット
ExportSnapshot をエクスポートする許可を付与

書き込み

GetExtension

拡張機能に関する詳細を取得す
る許可を付与

読み取り

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

拡張機能のバージョンに関する
GetExtensionVersion
詳細を取得する許可を付与

読み取り

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

GetGame

ゲームに関する詳細を取得する
許可を付与

読み取り

ゲームの設定を取得する許可を
GetGameConfiguration
付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
スナップショットのコードを生
GetGeneratedCodeJob
成しているジョブに関する詳細
を取得する許可を付与

読み取り

プレーヤーの接続ステータスを
GetPlayerConnectionStatus
取得する許可を付与

読み取り

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

GetSnapshot

GetStage

ゲームのスナップショットを取
得する許可を付与

読み取り

ステージに関する情報を取得す
る許可を付与

読み取り

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

ステージデプロイに関する情報
GetStageDeployment
を取得する許可を付与

読み取り

game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

ゲーム設定のスナップショット
ImportGameConfiguration
をインポートする許可を付与

書き込み

特定のゲームのバックエンド
サービスを呼び出す許可を付与

書き込み

InvokeBackend

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

拡張機能のバージョンを一覧表
ListExtensionVersions
示する許可を付与

リスト

ListExtensions

拡張機能を一覧表示する許可を
付与

リスト

ListGames

ゲームを一覧表示する許可を付
与

リスト

スナップショットのコード生成
ListGeneratedCodeJobs
ジョブのリストを取得する許可
を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
ListSnapshots

ゲームのスナップショットサマ
リーのリストを取得する許可を
付与

リスト

ゲームのステージデプロイサマ
ListStageDeployments
リーのリストを取得する許可を
付与

リスト

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

ListStages

ゲームのステージサマリーのリ
ストを取得する許可を付与

リスト

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み取り

システム定義およびカスタム
StartGeneratedCodeJob
メッセージのクライアントコー
ドを生成する非同期プロセスを
開始する許可を付与

書き込み

ステージにスナップショットを
StartStageDeployment
デプロイする許可を付与し、新
しいゲームランタイムを作成

書き込み

game (p. 974)
stage (p. 974)
game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

TagResource

リソースにタグを追加するアク
セス許可を付与

タグ付け

game (p. 974)
stage (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
aws:TagKeys (p. 974)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

UpdateGame

ゲームのメタデータを変更する
許可を付与

書き込み

ゲーム設定の作業コピーを変更
UpdateGameConfiguration
する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スナップショットのメタデータ
UpdateSnapshot を更新する許可を付与

書き込み

UpdateStage

書き込み

ステージのメタデータを更新す
る許可を付与

依存アク
ション

game* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)
game* (p. 974)
stage* (p. 974)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 974)

Amazon GameSparks で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 970)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

game

arn:${Partition}:gamesparks:${Region}:
${Account}:game/${GameId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 974)

stage

arn:${Partition}:gamesparks:${Region}:
${Account}:game/${GameId}/stage/${StageName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 974)

Amazon GameSparks の条件キー
Amazon GameSparks では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS Global Accelerator のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Global Accelerator (サービスプレフィックス: globalaccelerator) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Global Accelerator で定義されるアクション (p. 975)
• AWS Global Accelerator で定義されるリソースタイプ (p. 979)
• AWS Global Accelerator の条件キー (p. 980)

AWS Global Accelerator で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想プライベートクラウド
AddCustomRoutingEndpoints
(VPC) サブネットエンドポイン
トをカスタムルーティングア
クセラレータエンドポイントグ
ループに追加するアクセス許可
を付与します

書き込み

自分の IP アドレスを使用
AdvertiseByoipCidr
(BYOIP) して、アクセラレータ
を使用するためにプロビジョニ
ングされている IPv4 アドレス範

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

囲をアドバタイズするアクセス
許可を付与します
特定の VPC サブネット内のプラ
AllowCustomRoutingTraffic
イベート宛先 IP:PORT へのユー
ザトラフィックのカスタムルー
ティングを可能にするアクセス
許可を付与します

書き込み

標準アクセラレータを作成する
CreateAcceleratorアクセス許可を付与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 980)
aws:TagKeys (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
CreateCustomRoutingAccelerator
レータを作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 980)
aws:TagKeys (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
CreateCustomRoutingEndpointGroup
レータの指定されたリスナーの
エンドポイントグループを作成
するアクセス許可を付与します

書き込み

listener* (p. 980)

クライアントからカスタムルー
CreateCustomRoutingListener
ティングアクセラレータへの着
信接続を処理するリスナーを作
成するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

accelerator* (p. 980)

標準アクセラレータリスナーに
CreateEndpointGroup
エンドポイントグループを追加
するアクセス許可を付与します

書き込み

listener* (p. 980)

CreateListener

標準アクセラレータにリスナー
を追加するアクセス許可を付与
します

書き込み

accelerator* (p. 980)

標準アクセラレータを削除する
DeleteAcceleratorアクセス許可を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DeleteCustomRoutingAccelerator
レータを削除するアクセス許可
を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DeleteCustomRoutingEndpointGroup
レータのリスナーからエンドポ
イントグループを削除するアク
セス許可を付与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DeleteCustomRoutingListener
レータのリスナーを削除するア
クセス許可を付与します

書き込み

listener* (p. 980)

976

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Global Accelerator

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

標準アクセラレータリスナーに
DeleteEndpointGroup
関連付けられたエンドポイント
グループを削除するアクセス許
可を付与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

DeleteListener

書き込み

listener* (p. 980)

特定の VPC サブネット内のプラ
DenyCustomRoutingTraffic
イベート宛先 IP:PORT へのユー
ザトラフィックのカスタムルー
ティングを禁止するアクセス許
可を付与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

自分の IP アドレスを使用
DeprovisionByoipCidr
(BYOIP) して、アクセラレータ
で使用するためにプロビジョニ
ングした、指定されたアドレス
範囲を解放するアクセス許可を
付与します

書き込み

標準アクセラレータを記述する
DescribeAccelerator
アクセス許可を付与します

読み込み

accelerator* (p. 980)

標準アクセラレータ属性を記述
DescribeAcceleratorAttributes
するアクセス許可を付与します

読み込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DescribeCustomRoutingAccelerator
レータを記述するアクセス許可
を付与します

読み込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DescribeCustomRoutingAcceleratorAttributes
レータの属性を記述するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DescribeCustomRoutingEndpointGroup
レータのエンドポイントグルー
プを記述するアクセス許可を付
与します

読み込み

endpointgroup* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
DescribeCustomRoutingListener
レータのリスナーを記述するア
クセス許可を付与します

読み込み

listener* (p. 980)

標準アクセラレータエンドポイ
DescribeEndpointGroup
ントグループを記述するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

endpointgroup* (p. 980)

標準アクセラレータリスナーを
DescribeListener 記述するアクセス許可を付与し
ます

読み込み

listener* (p. 980)

標準アクセラレータからリス
ナーを削除するアクセス許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべての標準アクセラレータを
ListAccelerators 一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

ListByoipCidrs

リスト

BYOIP CIDR を一覧表示するア
クセス許可を付与します

AWS アカウント のカスタムルー
ListCustomRoutingAccelerators
ティングアクセラレータを一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

リスト

カスタムルーティングアクセラ
ListCustomRoutingEndpointGroups
レータのリスナーに関連付けら
れたエンドポイントグループを
一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

listener* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
ListCustomRoutingListeners
レータのリスナーを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

リスト

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
ListCustomRoutingPortMappings
レータのポートマッピングを一
覧表示するアクセス許可を付与
します

リスト

accelerator* (p. 980)

サブネット内の特定のエンドポ
ListCustomRoutingPortMappingsByDestination
イント IP アドレス（宛先アドレ
ス）のポートマッピングを一覧
表示する許可を付与

リスト

標準アクセラレータリスナーに
ListEndpointGroups
関連付けられたすべてのエンド
ポイントグループを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

リスト

listener* (p. 980)

ListListeners

リスト

accelerator* (p. 980)

グローバルアクセラレータリ
ListTagsForResource
ソースのタグを一覧表示するア
クセス許可を付与します

読み込み

accelerator (p. 980)

自分の IP アドレスを使用
ProvisionByoipCidr
(BYOIP) して、アクセラレータ
で使用するアドレス範囲をプロ
ビジョニングするアクセス許可
を付与します

書き込み

標準アクセラレータに関連付け
られたすべてのリスナーを一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カスタムルーティングアクセラ
RemoveCustomRoutingEndpoints
レータエンドポイントグループ
から仮想プライベートクラウド
(VPC) サブネットエンドポイン
トを削除するアクセス許可を付
与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

TagResource

タグ付け

accelerator (p. 980)

グローバルアクセラレータリ
ソースにタグを追加するアクセ
ス許可を付与します

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 980)
aws:TagKeys (p. 980)

グローバルアクセラレータリ
UntagResource ソースからタグを削除するアク
セス許可を付与します

タグ付け

標準アクセラレータを更新する
UpdateAcceleratorアクセス許可を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

標準アクセラレータ属性を更新
UpdateAcceleratorAttributes
するアクセス許可を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
UpdateCustomRoutingAccelerator
レータを更新するアクセス許可
を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
UpdateCustomRoutingAcceleratorAttributes
レータの属性を更新するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

accelerator* (p. 980)

カスタムルーティングアクセラ
UpdateCustomRoutingListener
レータのリスナーを更新するア
クセス許可を付与します

書き込み

listener* (p. 980)

標準アクセラレータリスナーの
UpdateEndpointGroup
エンドポイントグループを更新
するアクセス許可を付与します

書き込み

endpointgroup* (p. 980)

標準アクセラレータのリスナー
を更新するアクセス許可を付与
します

書き込み

listener* (p. 980)

UpdateListener

BYOIP IPv4 アドレスのアドバタ
WithdrawByoipCidr
イズを停止するアクセス許可を
付与します

accelerator (p. 980)
aws:TagKeys (p. 980)

書き込み

AWS Global Accelerator で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 975)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

accelerator

arn:${Partition}:globalaccelerator::
${Account}:accelerator/${AcceleratorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 980)

listener

arn:${Partition}:globalaccelerator::
${Account}:accelerator/${AcceleratorId}/
listener/${ListenerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 980)

endpointgroup

arn:${Partition}:globalaccelerator::
${Account}:accelerator/${AcceleratorId}/
listener/${ListenerId}/endpoint-group/
${EndpointGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 980)

AWS Global Accelerator の条件キー
AWS Global Accelerator では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Glue のアクション、リソース、および条件キー
AWS Glue (サービスプレフィックス: glue) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Glue で定義されるアクション (p. 981)
• AWS Glue で定義されるリソースタイプ (p. 994)
• AWS Glue の条件キー (p. 995)
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AWS Glue で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のパーティションを作成
BatchCreatePartition
する許可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

1 つ以上の接続を削除する許可を
BatchDeleteConnection
付与。

書き込み

1 つ以上のパーティションを削除
BatchDeletePartition
する許可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
connection* (p. 995)
catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

1 つ以上のテーブルを削除する許
BatchDeleteTable可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

テーブルの 1 つ以上のバージョ
BatchDeleteTableVersion
ンを削除する許可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

1 つまたは複数のブループリント
BatchGetBlueprints
を取得する許可を付与

読み込み

blueprint* (p. 995)

1 つ以上のクローラを取得する許
BatchGetCrawlers可を付与。

読み取り

crawler* (p. 995)

1 つ以上のカスタムエンティティ
BatchGetCustomEntityTypes
タイプを取得する許可を付与す
る

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上の開発エンドポイントを
BatchGetDevEndpoints
取得する許可を付与。

読み込み

devendpoint* (p. 995)

BatchGetJobs

1 つ以上のジョブを取得する許可
を付与。

読み込み

job* (p. 995)

1 つ以上のパーティションを取得
BatchGetPartition する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

依存アク
ション

database* (p. 995)
table* (p. 995)

1 つ以上のトリガーを取得する許
BatchGetTriggers 可を付与。

読み込み

trigger* (p. 995)

1 つ以上のワークフローを取得す
BatchGetWorkflows
る許可を付与。

読み込み

workflow* (p. 995)

1 つ以上のジョブ実行を停止する
BatchStopJobRun許可を付与。

書き込み

job* (p. 995)

1 つまたは複数のパーティション
BatchUpdatePartition
を更新する許可を付与

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

ML タスクの実行を停止する許可
CancelMLTaskRun
を付与。

書き込み

mlTransform* (p. 995)

インタラクティブセッションで
CancelStatement ステートメントをキャンセルす
る許可を付与

書き込み

session* (p. 995)

スキーマバージョンの妥当性を
CheckSchemaVersionValidity
チェックする許可を付与

読み込み

ブループリントを作成する許可
CreateBlueprint を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateClassifier

分類子を作成する許可を付与。

接続を作成する許可を付与。
CreateConnection

書き込み
書き込み

catalog* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateCrawler

クローラを作成する許可を付
与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カスタムエンティティタイプを
CreateCustomEntityType
作成する許可を付与する

書き込み

データベースを作成する許可を
CreateDatabase 付与。

書き込み

開発エンドポイントを作成する
CreateDevEndpoint
許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

catalog* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateJob

ジョブを作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)
glue:VpcIds (p. 996)
glue:SubnetIds (p. 996)
glue:SecurityGroupIds (p. 996)

ML 変換を作成する許可を付与。
CreateMLTransform

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreatePartition パーティションを作成する許可
を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

既存のテーブルに指定したパー
CreatePartitionIndex
ティションインデックスを作成
する許可を付与

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

CreateRegistry 新しいスキーマレジストリを作
成する許可を付与

書き込み

registry* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateSchema 新しいスキーマコンテナーを作
成する許可を付与

書き込み

registry* (p. 995)
schema* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateScript

スクリプトを作成する許可を付
与。
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書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

セキュリティ設定を作成する許
CreateSecurityConfiguration
可を付与。

書き込み

CreateSession

書き込み

インタラクティブセッションを
作成する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

CreateTable

CreateTrigger

テーブルを作成する許可を付
与。

書き込み

トリガーを作成する許可を付
与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

関数定義を作成する許可を付
CreateUserDefinedFunction
与。

書き込み

ワークフローを作成する許可を
CreateWorkflow 付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

ブループリントを削除する許可
を付与

書き込み

分類子を削除する許可を付与。

書き込み

列のパーティション列統計を削
DeleteColumnStatisticsForPartition
除する許可を付与

書き込み

DeleteBlueprint
DeleteClassifier

blueprint* (p. 995)

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

列のテーブル統計を削除する許
DeleteColumnStatisticsForTable
可を付与

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

接続を削除する許可を付与。
DeleteConnection

書き込み

DeleteCrawler

書き込み

クローラを削除する許可を付
与。

connection* (p. 995)

カスタムエンティティタイプを
DeleteCustomEntityType
削除する許可を付与する

書き込み

データベースを削除する許可を
DeleteDatabase 付与。

書き込み
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catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

table* (p. 995)
userdefinedfunction* (p. 995)
開発エンドポイントを削除する
DeleteDevEndpoint
許可を付与。

書き込み

devendpoint* (p. 995)

DeleteJob

書き込み

job* (p. 995)

ML 変換を削除する許可を付与。
DeleteMLTransform

書き込み

mlTransform* (p. 995)

DeletePartition

書き込み

catalog* (p. 995)

ジョブを削除する許可を付与

パーティションを削除する許可
を付与。

database* (p. 995)
table* (p. 995)

既存のテーブルから指定した
DeletePartitionIndex
パーティションインデックスを
削除する許可を付与

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

DeleteRegistry

スキーマレジストリを削除する
許可を付与

書き込み

registry* (p. 995)

リソースポリシーを削除する許
DeleteResourcePolicy
可を付与。

Permissions catalog* (p. 995)
management

DeleteSchema

スキーマコンテナを削除する許
可を付与

書き込み

スキーマバージョンの範囲を削
DeleteSchemaVersions
除する許可を付与

書き込み

セキュリティ設定を削除する許
DeleteSecurityConfiguration
可を付与。

書き込み

DeleteSession

セッションを停止した後にイン
タラクティブセッションを削除
する許可を付与 (まだ停止してい
ない場合)

書き込み

session* (p. 995)

DeleteTable

テーブルを削除する許可を付
与。

書き込み

catalog* (p. 995)

registry* (p. 995)
schema* (p. 995)
registry* (p. 995)
schema* (p. 995)

database* (p. 995)
table* (p. 995)

テーブルのバージョンを削除す
DeleteTableVersion
る許可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteTrigger

トリガーを削除する許可を付
与。

書き込み

trigger* (p. 995)

関数定義を削除する許可を付
DeleteUserDefinedFunction
与。

書き込み

catalog* (p. 995)

依存アク
ション

database* (p. 995)
userdefinedfunction* (p. 995)

ワークフローを削除するアクセ
DeleteWorkflow ス許可を与えます。

書き込み

workflow* (p. 995)

GetBlueprint

ブループリントを取得する許可
を付与

読み込み

blueprint* (p. 995)

ブループリントの実行を取得す
GetBlueprintRun る許可を付与

読み込み

blueprint* (p. 995)

ブループリントのすべての実行
GetBlueprintRuns を取得する許可を付与

読み込み

blueprint* (p. 995)

カタログのインポートステータ
GetCatalogImportStatus
スを取得する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

GetClassifier

分類子を取得する許可を付与。

読み込み

GetClassifiers

すべての分類子を一覧表示する
許可を付与。

読み込み

列のパーティション統計を取得
GetColumnStatisticsForPartition
する許可を付与

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

列のテーブル統計を取得する許
GetColumnStatisticsForTable
可を付与

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

GetConnection 接続を取得する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
connection* (p. 995)

接続のリストを取得する許可を
GetConnections 付与。

読み込み

GetCrawler

読み込み

クローラを取得する許可を付
与。

connection* (p. 995)

クローラに関するメトリクスを
GetCrawlerMetrics取得する許可を付与。

読み込み

GetCrawlers

読み取り

すべてのクローラを取得する許
可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カスタムエンティティタイプを
GetCustomEntityType
読み取る許可を付与する

読み取り

カタログ暗号化設定を取得する
GetDataCatalogEncryptionSettings
許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

GetDatabase

データベースを取得する許可を
付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

すべてのデータベースを取得す
る許可を付与。

読み込み

スクリプトを Directed Acyclic
GetDataflowGraphGraph (DAG) に変換する許可を
付与。

読み込み

開発エンドポイントを取得する
GetDevEndpoint 許可を付与。

読み込み

すべての開発エンドポイントを
GetDevEndpoints 取得する許可を付与。

読み込み

GetJob

ジョブを取得する許可を付与。

読み込み

ジョブのブックマークを取得す
GetJobBookmark る許可を付与。

読み込み

GetJobRun

ジョブ実行を取得する許可を付
与。

読み込み

job* (p. 995)

GetJobRuns

すべてのジョブ実行を取得する
許可を付与。

読み込み

job* (p. 995)

GetJobs

現在のすべてのジョブを取得す
る許可を付与。

読み込み

GetDatabases

ML タスクの実行を取得する許可
GetMLTaskRun を付与。

database* (p. 995)

database* (p. 995)

読み込み

すべての ML タスクの実行を取得 リスト
GetMLTaskRuns する許可を付与。
GetMLTransform

ML 変換を取得する許可を付与。

読み込み

すべての ML 変換を取得する許可 リスト
GetMLTransformsを付与。
GetMapping

マッピングを作成する許可を付
与。

読み込み

GetPartition

パーティションを取得する許可
を付与。

読み込み
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catalog* (p. 995)

devendpoint* (p. 995)

job* (p. 995)

mlTransform* (p. 995)
mlTransform* (p. 995)
mlTransform* (p. 995)
mlTransform* (p. 995)

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
table* (p. 995)

テーブルのパーティションイン
GetPartitionIndexes
デックスを取得する許可を付与

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

GetPartitions

テーブルのパーティションを取
得する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

GetPlan

スクリプトのマッピングを取得
する許可を付与。

読み込み

GetRegistry

スキーマレジストリを取得する
許可を付与

読み込み

registry* (p. 995)

リソースポリシーを取得する許
GetResourcePolicies
可を付与

読み込み

catalog* (p. 995)

リソースポリシーを取得する許
GetResourcePolicy
可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

GetSchema

スキーマコンテナを取得する許
可を付与

読み込み

registry* (p. 995)

スキーマ定義に基づいて、ス
GetSchemaByDefinition
キーマバージョンを取得する許
可を付与

読み込み

スキーマバージョンを取得する
GetSchemaVersion
許可を付与

読み込み

スキーマレジストリ内の 2 つの
GetSchemaVersionsDiff
スキーマバージョンを比較する
許可を付与

読み込み

セキュリティ設定を取得する許
GetSecurityConfiguration
可を付与。

読み込み

1 つ以上のセキュリティ設定を取
GetSecurityConfigurations
得する許可を付与。

読み込み

GetSession

インタラクティブセッションを
取得する許可を付与

読み込み

session* (p. 995)

GetStatement

インタラクティブセッションで
ステートメントに関する結果と
情報を取得する許可を付与

読み込み

session* (p. 995)

GetTable

テーブルを取得する許可を付
与。

読み込み

catalog* (p. 995)
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registry* (p. 995)
schema* (p. 995)
registry (p. 995)
schema (p. 995)
registry* (p. 995)
schema* (p. 995)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

database* (p. 995)
table* (p. 995)
テーブルのバージョンを取得す
GetTableVersion る許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

テーブルのバージョンのリスト
GetTableVersionsを取得する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

GetTables

データベース内のテーブルを取
得する許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

GetTags

リソースに関連付けられている
すべてのタグを取得する許可を
付与。

読み込み

blueprint (p. 995)
crawler (p. 995)
devendpoint (p. 995)
job (p. 995)
trigger (p. 995)
workflow (p. 995)

GetTrigger

トリガーを取得する許可を付
与。

読み込み

GetTriggers

ジョブに関連付けられているト
リガーを取得する許可を付与。

読み込み

関数定義を取得する許可を付与
GetUserDefinedFunction

読み込み

trigger* (p. 995)

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
userdefinedfunction* (p. 995)

複数の関数定義を取得する許可
GetUserDefinedFunctions
を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
userdefinedfunction* (p. 995)

GetWorkflow

ワークフローを取得する許可を
付与。

読み込み

workflow* (p. 995)

ワークフロー実行を取得する許
GetWorkflowRun 可を付与。

読み込み

workflow* (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークフロー実行プロパティを
GetWorkflowRunProperties
取得する許可を付与。

読み込み

workflow* (p. 995)

すべてのワークフロー実行を取
GetWorkflowRuns得する許可を付与。

読み込み

workflow* (p. 995)

Athena データカタログを AWS
ImportCatalogToGlue
Glue にインポートするアクセス
許可を付与します

書き込み

catalog* (p. 995)

ListBlueprints

リスト

すべてのブループリントを取得
する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

ListCrawlers

すべてのクローラを取得する許
可を付与。

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

すべてのカスタムエンティティ
ListCustomEntityTypes
タイプを取得する許可を付与す
る

リスト

すべての開発エンドポイントを
ListDevEndpoints 取得する許可を付与。

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

ListJobs

現在のすべてのジョブを取得す
る許可を付与。

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

すべての ML 変換を取得する許可 リスト
ListMLTransformsを付与。

mlTransform* (p. 995)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

ListRegistries

スキーマレジストリのリストを
取得する許可を付与

リスト

スキーマバージョンのリストを
ListSchemaVersions
取得する許可を付与

リスト

ListSchemas

スキーマコンテナのリストを取
得する許可を付与

リスト

ListSessions

インタラクティブセッションの
リストを取得する許可を付与

リスト
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registry* (p. 995)
schema* (p. 995)
registry (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListStatements

インタラクティブセッションで
ステートメントのリストを取得
する許可を付与

リスト

ListTriggers

すべてのトリガーを取得する許
可を付与。

リスト

依存アク
ション

session* (p. 995)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
aws:TagKeys (p. 996)

ListWorkflows

すべてのワークフローを取得す
る許可を付与。

リスト

NotifyEvent

イベント駆動型ワークフローに
イベントを通知する許可を付与

書き込み

workflow* (p. 995)

カタログ暗号化設定を更新する
PutDataCatalogEncryptionSettings
許可を付与。

書き込み

catalog* (p. 995)

リソースポリシーを更新する許
PutResourcePolicy
可を付与。

Permissions catalog* (p. 995)
management

スキーマバージョンにメタデー
PutSchemaVersionMetadata
タを追加する許可を付与

書き込み

ワークフロー実行プロパティを
PutWorkflowRunProperties
更新する許可を付与。

書き込み

workflow* (p. 995)

スキーマバージョンのメタデー
QuerySchemaVersionMetadata
タをフェッチする許可を付与

リスト

registry (p. 995)

新しいスキーマバージョンを作
RegisterSchemaVersion
成する許可を付与します

書き込み

スキーマバージョンからメタ
RemoveSchemaVersionMetadata
データを削除する許可を付与

書き込み

ジョブのブックマークをリセッ
ResetJobBookmark
トする権限を付与します。

書き込み

ワークフローの実行を再開する
ResumeWorkflowRun
許可を付与

書き込み

workflow* (p. 995)

RunStatement

インタラクティブセッションで
コードまたはステートメントを
実行する許可を付与

書き込み

session* (p. 995)

SearchTables

カタログ内のテーブルを取得す
る許可を付与。

読み込み

catalog* (p. 995)

registry (p. 995)
schema (p. 995)

schema (p. 995)
registry* (p. 995)
schema* (p. 995)
registry (p. 995)
schema (p. 995)

database* (p. 995)
table* (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ブループリントの実行を開始す
StartBlueprintRun る許可を付与

書き込み

blueprint* (p. 995)

StartCrawler

書き込み

crawler* (p. 995)

クローラを開始する許可を付
与。

クローラのスケジュール状態を
StartCrawlerSchedule
SCHEDULED に変更する許可を
付与。

書き込み

エクスポートラベル ML タスクの 書き込み
StartExportLabelsTaskRun
実行を開始する許可を付与。

mlTransform* (p. 995)

インポートラベル ML タスクの実 書き込み
StartImportLabelsTaskRun
行を開始する許可を付与。

mlTransform* (p. 995)

StartJobRun

job* (p. 995)

ジョブの実行を開始する許可を
付与

書き込み

評価 ML タスクの実行を開始する 書き込み
StartMLEvaluationTaskRun
許可を付与。

mlTransform* (p. 995)

ラベリングセット生成 ML タスク 書き込み
StartMLLabelingSetGenerationTaskRun
の実行を開始する許可を付与。

mlTransform* (p. 995)

StartTrigger

書き込み

trigger* (p. 995)

ワークフローの実行を開始する
StartWorkflowRun許可を付与。

書き込み

workflow* (p. 995)

StopCrawler

クローラの実行を停止する許可
を付与。

書き込み

crawler* (p. 995)

クローラのスケジュール状態を
StopCrawlerSchedule
NOT_SCHEDULED に設定する
許可を付与。

書き込み

StopSession

インタラクティブセッションを
停止する許可を付与

書き込み

session* (p. 995)

StopTrigger

トリガーを停止する許可を付
与。

書き込み

trigger* (p. 995)

ワークフローの実行を停止する
StopWorkflowRun許可を付与

書き込み

workflow* (p. 995)

TagResource

タグ付け

blueprint (p. 995)

トリガーを開始する許可を付
与。

リソースにタグを追加する許可
を付与

crawler (p. 995)
devendpoint (p. 995)
job (p. 995)
trigger (p. 995)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

workflow (p. 995)
aws:TagKeys (p. 996)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)
リソースに関連付けられている
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

blueprint (p. 995)
crawler (p. 995)
devendpoint (p. 995)
job (p. 995)
trigger (p. 995)
workflow (p. 995)
aws:TagKeys (p. 996)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 996)

ブループリントを更新する許可
UpdateBlueprint を付与

書き込み

分類子を更新する許可を付与。

書き込み

列のパーティション統計を更新
UpdateColumnStatisticsForPartition
する許可を付与

書き込み

UpdateClassifier

blueprint* (p. 995)

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

列のテーブル統計を更新する許
UpdateColumnStatisticsForTable
可を付与

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

接続を更新する許可を付与。
UpdateConnection

書き込み

UpdateCrawler クローラを更新する許可を付
与。

書き込み

クローラのスケジュールを更新
UpdateCrawlerSchedule
する許可を付与。

書き込み

データベースを更新する許可を
UpdateDatabase 付与。

書き込み

開発エンドポイントを更新する
UpdateDevEndpoint
許可を付与。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateJob

ジョブを更新する許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

job* (p. 995)
glue:VpcIds (p. 996)
glue:SubnetIds (p. 996)
glue:SecurityGroupIds (p. 996)

ML 変換を更新する許可を付与。
UpdateMLTransform
UpdatePartition

パーティションを更新する許可
を付与。

書き込み

mlTransform* (p. 995)

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

UpdateRegistry

スキーマレジストリを更新する
許可を付与します

書き込み

registry* (p. 995)

UpdateSchema

スキーマコンテナを更新する許
可を付与します

書き込み

registry* (p. 995)

テーブルを更新する許可を付
与。

書き込み

UpdateTable

schema* (p. 995)
catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
table* (p. 995)

UpdateTrigger

トリガーを更新する許可を付
与。

書き込み

trigger* (p. 995)

関数定義を更新する許可を付
UpdateUserDefinedFunction
与。

書き込み

catalog* (p. 995)
database* (p. 995)
userdefinedfunction* (p. 995)

ワークフローを更新する許可を
UpdateWorkflow 付与。

書き込み

workflow* (p. 995)

Glue ETL スクリプト内から ML
UseMLTransforms変換を使用する許可を付与。

書き込み

mlTransform* (p. 995)

AWS Glue で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 981)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

catalog

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:catalog

database

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:database/${DatabaseName}

table

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:table/${DatabaseName}/
${TableName}

tableversion

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:tableVersion/${DatabaseName}/
${TableName}/${TableVersionName}

connection

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:connection/${ConnectionName}

arn:${Partition}:glue:${Region}:
userdefinedfunction
${Account}:userDefinedFunction/
${DatabaseName}/${UserDefinedFunctionName}
devendpoint

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:devEndpoint/${DevEndpointName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

job

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:job/${JobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

trigger

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:trigger/${TriggerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

crawler

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:crawler/${CrawlerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

workflow

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:workflow/${WorkflowName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

blueprint

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:blueprint/${BlueprintName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

mlTransform

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:mlTransform/${TransformId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

registry

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:registry/${RegistryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

schema

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:schema/${SchemaName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

session

arn:${Partition}:glue:${Region}:
${Account}:session/${SessionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 996)

AWS Glue の条件キー
AWS Glue では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これらの
キーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の表
の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。

995

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Glue DataBrew

すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リクエストの認証情報が発行されたサービスでアクセスを
glue:CredentialIssuingService
フィルタリングします

文字列

顧客ロールを引き受けることによって、リクエストの資格情
glue:RoleAssumedBy報が取得されるサービスでアクセスをフィルタリングします

文字列

Glue ジョブで設定されたセキュリティグループの ID でアク
glue:SecurityGroupIdsセスをフィルタリングします

ArrayOfString

glue:SubnetIds

Glue ジョブで設定されたサブネットの ID でアクセスをフィ
ルタリングします

ArrayOfString

glue:VpcIds

Glue ジョブで設定された VPC の ID でアクセスをフィルタリ
ングします

ArrayOfString

AWS Glue DataBrew のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Glue DataBrew (サービスプレフィックス: databrew) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Glue DataBrew で定義されるアクション (p. 996)
• AWS Glue DataBrew で定義されるリソースタイプ (p. 1000)
• AWS Glue DataBrew の条件キー (p. 1001)

AWS Glue DataBrew で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のバージョンを削除する
BatchDeleteRecipeVersion
許可を付与

書き込み

CreateDataset

書き込み

データセットを作成する許可を
付与

依存アク
ション

Recipe* (p. 1000)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

プロファイルジョブを作成する
CreateProfileJob 許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

CreateProject

プロジェクトを作成する許可を
付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

CreateRecipe

レシピを作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

ジョブを作成する許可を付与し
CreateRecipeJob ます。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

CreateRuleset

ルールセットを作成する許可を
付与します。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

スケジュールを作成する許可を
CreateSchedule 付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

DeleteDataset

データセットを削除する許可を
付与

書き込み

Dataset* (p. 1000)

DeleteJob

ジョブを削除する許可を付与

書き込み

Job* (p. 1000)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

Project* (p. 1000)

レシピバージョンを削除する許
DeleteRecipeVersion
可を付与

書き込み

Recipe* (p. 1000)

DeleteRuleset

ルールセットを削除するアクセ
ス許可を付与します。

書き込み

Ruleset* (p. 1000)

スケジュールを削除する許可を
DeleteSchedule 付与

書き込み

Schedule* (p. 1000)

データセットの詳細を表示する
DescribeDataset 許可を付与

読み込み

Dataset* (p. 1000)

DescribeJob

ジョブの詳細を表示する許可を
付与

読み込み

Job* (p. 1000)

指定されたジョブのジョブ実行
DescribeJobRun に関する詳細を表示する許可を
付与

読み込み

Job* (p. 1000)

プロジェクトの詳細を表示する
DescribeProject 許可を付与。

読み込み

Project* (p. 1000)

レシピの詳細を表示する許可を
DescribeRecipe 付与

読み込み

Recipe* (p. 1000)

ルールセットについての詳細を
DescribeRuleset 表示する許可を付与します。

読み込み

Ruleset* (p. 1000)

スケジュールの詳細を表示する
DescribeSchedule許可を付与

読み込み

Schedule* (p. 1000)

ListDatasets

アカウント内のデータセットを
一覧表示する許可を付与

読み込み

ListJobRuns

特定のジョブの実行を一覧表示
する許可を付与

読み込み

ListJobs

アカウントのジョブを一覧表示
する許可を付与

読み込み

ListProjects

アカウントのプロジェクトを一
覧表示する許可を付与

読み込み

レシピ内のバージョンを一覧表
ListRecipeVersions
示する許可を付与

読み込み

ListRecipes

アカウントのレシピを一覧表示
する許可を付与

読み込み

ListRulesets

アカウント内のルールセットを
一覧表示する権限を付与しま
す。

読み込み

998

Job* (p. 1000)

Recipe* (p. 1000)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Glue DataBrew

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListSchedules

アカウントのスケジュールを一
覧表示する許可を付与

読み込み

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
すべてのタグを取得する許可を
付与

読み込み

依存アク
ション

Dataset (p. 1000)
Job (p. 1000)
Project (p. 1000)
Recipe (p. 1000)
Ruleset (p. 1000)
Schedule (p. 1000)

PublishRecipe

レシピのメジャーバージョンを
発行する許可を付与

書き込み

Recipe* (p. 1000)

プロジェクトのインタラクティ
SendProjectSessionAction
ブなセッションにアクションを
送信する許可を付与

書き込み

Project* (p. 1000)

StartJobRun

ジョブの実行を開始する許可を
付与

書き込み

Job* (p. 1000)

プロジェクトのインタラクティ
StartProjectSession
ブなセッションを開始する許可
を付与

書き込み

Project* (p. 1000)

StopJobRun

ジョブのジョブ実行を停止する
許可を付与

書き込み

Job* (p. 1000)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

Dataset (p. 1000)
Job (p. 1000)
Project (p. 1000)
Recipe (p. 1000)
Ruleset (p. 1000)
Schedule (p. 1000)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1001)
aws:TagKeys (p. 1001)

リソースに関連付けられている
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

Dataset (p. 1000)
Job (p. 1000)
Project (p. 1000)
Recipe (p. 1000)
Ruleset (p. 1000)

999

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Glue DataBrew

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Schedule (p. 1000)
aws:TagKeys (p. 1001)
UpdateDataset データセットを変更する許可を
付与

書き込み

Dataset* (p. 1000)

プロファイルジョブを変更する
UpdateProfileJob 許可を付与

書き込み

Job* (p. 1000)

UpdateProject

プロジェクトを変更する許可を
付与

書き込み

Project* (p. 1000)

UpdateRecipe

レシピを変更する許可を付与

書き込み

Recipe* (p. 1000)

レシピジョブを変更する許可を
UpdateRecipeJob付与

書き込み

Job* (p. 1000)

UpdateRuleset

ルールセットを変更する許可を
付与します。

書き込み

Ruleset* (p. 1000)

スケジュールを変更する許可を
UpdateSchedule 付与

書き込み

Schedule* (p. 1000)

AWS Glue DataBrew で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 996)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Project

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:project/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)

Dataset

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:dataset/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)

Ruleset

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:ruleset/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)

Recipe

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:recipe/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)

Job

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:job/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)

Schedule

arn:${Partition}:databrew:${Region}:
${Account}:schedule/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1001)
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AWS Glue DataBrew の条件キー
AWS Glue DataBrew では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Ground Station のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Ground Station (サービスプレフィックス: groundstation) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Ground Station で定義されるアクション (p. 1001)
• AWS Ground Station で定義されるリソースタイプ (p. 1004)
• AWS Ground Station の条件キー (p. 1004)

AWS Ground Station で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelContact

連絡先をキャンセルする許可を
付与。

書き込み

CreateConfig

設定を作成する許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

Contact* (p. 1004)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)

データフローエンドポイントグ
CreateDataflowEndpointGroup
ループを作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)

ミッションプロファイルを作成
CreateMissionProfile
する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)

DeleteConfig

書き込み

Config* (p. 1004)

データフローエンドポイントグ
DeleteDataflowEndpointGroup
ループを削除する許可を付与。

書き込み

DataflowEndpointGroup* (p. 1004)

ミッションプロファイルを削除
DeleteMissionProfile
する許可を付与。

書き込み

MissionProfile* (p. 1004)

連絡先を記述する許可を付与。

読み込み

Contact* (p. 1004)

設定を返すアクセス許可を付与
します。

読み込み

Config* (p. 1004)

データフローエンドポイントグ
GetDataflowEndpointGroup
ループを返すアクセス許可を付
与します。

読み込み

DataflowEndpointGroup* (p. 1004)

使用分数を返すアクセス許可を
GetMinuteUsage 付与します。

読み込み

ミッションプロファイルを取得
GetMissionProfile する許可を付与。

読み込み

MissionProfile* (p. 1004)

GetSatellite

衛星に関する情報を返すアクセ
ス許可を付与します。

読み込み

Satellite* (p. 1004)

ListConfigs

過去の設定のリストを返すため
のアクセス許可を付与します

リスト

ListContacts

連絡先のリストを返すアクセス
許可を付与します。

リスト

DescribeContact
GetConfig

設定を削除する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データフローエンドポイントグ
ListDataflowEndpointGroups
ループを一覧表示する許可を付
与。

リスト

地上ステーションを一覧表示す
ListGroundStations
る許可を付与。

リスト

ミッションプロファイルのリス
ListMissionProfilesトを返すアクセス許可を付与し
ます。

リスト

ListSatellites

リスト

衛星を一覧表示する許可を付
与。

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

依存アク
ション

Config (p. 1004)
Contact (p. 1004)
DataflowEndpointGroup (p. 1004)
MissionProfile (p. 1004)

ReserveContact

連絡先を予約する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)

TagResource

リソースタグを割り当てるアク
セス許可を付与

タグ付け

Config (p. 1004)
Contact (p. 1004)
DataflowEndpointGroup (p. 1004)
MissionProfile (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1004)

リソースタグの割り当てを解除
UntagResource する許可を付与。

タグ付け

Config (p. 1004)
Contact (p. 1004)
DataflowEndpointGroup (p. 1004)
MissionProfile (p. 1004)
aws:TagKeys (p. 1005)

UpdateConfig

設定を更新する許可を付与。

ミッションプロファイルを更新
UpdateMissionProfile
する許可を付与。
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AWS Ground Station で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1001)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Config

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1004)

arn:${Partition}:groundstation:${Region}:
${Account}:config/${ConfigType}/${ConfigId}

groundstation:ConfigId (p. 1005)
groundstation:ConfigType (p. 1005)
Contact

arn:${Partition}:groundstation:${Region}:
${Account}:contact/${ContactId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1004)
groundstation:ContactId (p. 1005)

arn:${Partition}:groundstation:${Region}:
DataflowEndpointGroup
${Account}:dataflow-endpoint-group/
${DataflowEndpointGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1004)

arn:${Partition}:groundstation:${Region}:
GroundStationResource
${Account}:groundstation:${GroundStationId}

groundstation:GroundStationId (p. 1005

MissionProfile

arn:${Partition}:groundstation:
${Region}:${Account}:mission-profile/
${MissionProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1004)

arn:${Partition}:groundstation:${Region}:
${Account}:satellite/${SatelliteId}

groundstation:SatelliteId (p. 1005)

Satellite

groundstation:DataflowEndpointGroupId

groundstation:MissionProfileId (p. 1005

AWS Ground Station の条件キー
AWS Ground Station では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

設定の ID でアクセスをフィルタリングします。
groundstation:ConfigId

文字列

設定のタイプでアクセスをフィルタリングします。
groundstation:ConfigType

文字列

連絡先の ID でアクセスをフィルタリングします。
groundstation:ContactId

文字列

データフローエンドポイントグループの ID でアクセスをフィ
groundstation:DataflowEndpointGroupId
ルタリングします。

文字列

地上ステーションの ID でアクセスをフィルタリングします。
groundstation:GroundStationId

文字列

ミッションプロファイルの ID でアクセスをフィルタリングし
groundstation:MissionProfileId
ます。

文字列

衛星の ID でアクセスをフィルタリングします。
groundstation:SatelliteId

文字列

Amazon GroundTruth Labeling のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon GroundTruth Labeling (サービスプレフィックス: groundtruthlabeling) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキー
が用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon GroundTruth Labeling で定義されるアクション (p. 1005)
• Amazon GroundTruth Labeling で定義されるリソースタイプ (p. 1006)
• Amazon GroundTruth Labeling の条件キー (p. 1006)

Amazon GroundTruth Labeling で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マニフェストファイルを更新す
AssociatePatchToManifestJob
るために、パッチファイルをマ
[アクセス許可
ニフェストファイルに関連付け
のみ]
るアクセス許可を付与

Write

GroundTruthLabeling ジョブの
DescribeConsoleJob
ステータスを取得する許可を付
[アクセス許可
与。
のみ]

Read

マニフェストファイル内のデー
ListDatasetObjectsタセットオブジェクトを一覧表
[アクセス許可
示する許可を付与。
のみ]

Read

S3 Select を使用してマニフェス
RunFilterOrSampleDatasetJob
トファイルからレコードをフィ
[アクセス許可
ルタリングする許可を付与。
のみ]
ランダムサンプリングに基づい
てサンプルエントリを取得しま
す。

Write

S3 プレフィックスを一覧表示
RunGenerateManifestByCrawlingJob
し、その場所にオブジェクトか
[アクセス許可
らのマニフェストファイルを作
のみ]
成する許可を付与。

Write

依存アク
ション

Amazon GroundTruth Labeling で定義されるリソースタイプ
Amazon GroundTruth Labeling では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートされていません。Amazon GroundTruth Labeling へのアクセスを許可するには、ポリ
シーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon GroundTruth Labeling の条件キー
GroundTruth Labeling には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコ
ンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストに
ついては、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Amazon GuardDuty のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon GuardDuty (サービスプレフィックス: guardduty) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon GuardDuty で定義されるアクション (p. 1007)
• Amazon GuardDuty で定義されるリソースタイプ (p. 1012)
• Amazon GuardDuty の条件キー (p. 1012)

Amazon GuardDuty で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GuardDuty メンバーアカウント
AcceptInvitation になるための招待を受け入れる
アクセス許可を付与します

Write

GuardDuty の結果をアーカイブ
ArchiveFindings する許可を付与

Write

ディテクターを作成する許可を
付与

Write

CreateDetector

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1013)
aws:TagKeys (p. 1013)

CreateFilter

GuardDuty フィルターを作成す
る許可を付与。フィルターは、
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

結果のフィルタリングに使用さ
れる結果の属性と条件を定義し
ます

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1013)
aws:TagKeys (p. 1013)

CreateIPSet

IPSet を作成する許可を付与

Write

aws:RequestTag/
iam:DeleteRolePolicy
${TagKey} (p. 1013)
iam:PutRolePolicy
aws:TagKeys (p. 1013)

GuardDuty メンバーアカウン
CreateMembers トを作成する許可を付与。メン
バーの作成に使用したアカウン
トが GuardDuty 管理者アカウン
トになります

Write

発行先を作成する許可を付与
CreatePublishingDestination

Write

サンプル結果を作成する許可を
CreateSampleFindings
付与。

Write

GuardDuty ThreatIntelSet を作成
CreateThreatIntelSet
する許可を付与。ThreatIntelSet
は、GuardDuty が結果を生成す
るために使用する既知の悪意の
ある IP アドレスで構成されます

Write

GuardDuty メンバーアカウント
DeclineInvitations になるための招待を拒否する許
可を付与

Write

DeleteDetector GuardDuty ディテクターを削除
する許可を付与

Write

detector* (p. 1012)

DeleteFilter

GuardDuty フィルターを削除す
る許可を付与

Write

filter* (p. 1012)

DeleteIPSet

GuardDuty IPSets を削除する許
可を付与

Write

ipset* (p. 1012)

GuardDuty メンバーアカウント
DeleteInvitations になるための招待を削除する許
可を付与

Write

GuardDuty メンバーアカウント
DeleteMembers を削除する許可を付与

Write

発行先を削除する許可を付与
DeletePublishingDestination

Write

publishingDestination* (p. 1012)

GuardDuty ThreatIntelSets を削
DeleteThreatIntelSet
除する許可を付与

書き込み

threatintelset* (p. 1012)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マルウェアスキャンの詳細を削
DescribeMalwareScans
除する許可を付与します

読み取り

GuardDuty ディテクターに関連
DescribeOrganizationConfiguration
付けられた委任管理者に関する
詳細を取得する許可を付与

Read

発行先の詳細を取得する許可を
DescribePublishingDestination
付与

Read

GuardDuty の組織の委任管理者
DisableOrganizationAdminAccount
を無効にする許可を付与

書き込み

GuardDuty メンバーアカウント
DisassociateFromMasterAccount
と GuardDuty マスターアカウン
トの関連付けを解除する許可を
付与する

書き込み

GuardDuty メンバーアカウント
DisassociateMembers
の管理者 GuardDuty アカウント
との関連付けを解除する許可を
付与する

書き込み

GuardDuty の組織の委任管理者
EnableOrganizationAdminAccount
を有効にする許可を付与

Write

GetDetector

GuardDuty ディテクターを取得
する許可を付与

Read

detector* (p. 1012)

GetFilter

GuardDuty フィルターを取得す
る許可を付与

Read

filter* (p. 1012)

GetFindings

GuardDuty の結果を取得する許
可を付与

Read

GuardDuty の結果統計のリスト
GetFindingsStatistics
を取得する許可を付与

読み取り

GetIPSet

GuardDuty IPSets を取得する許
可を付与

読み取り

指定されたアカウントに送信さ
GetInvitationsCount
れたすべての GuardDuty 招待の
件数を取得する許可を付与。こ
のアカウントには、承認された
招待は含まれません

読み取り

マルウェアスキャン設定を取得
GetMalwareScanSettings
する許可を付与

読み取り

メンバーアカウントに関連付け
GetMasterAccountられている GuardDuty 管理者ア
カウントの詳細を取得する許可
を付与する

読み取り
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publishingDestination* (p. 1012)

ipset* (p. 1012)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メンバーアカウントディテク
GetMemberDetectors
ターで有効になっているデータ
ソースを記述する許可を付与

読み取り

GetMembers

読み取り

管理者アカウントに関連付けら
れたメンバーアカウントを取得
する許可を付与する

GuardDuty ThreatIntelSets を取
GetThreatIntelSet 得する許可を付与

Read

指定されたディテクター ID につ
GetUsageStatistics
いて、過去 30 日間の Amazon
GuardDuty の使用状況の統計を
一覧表示する許可を付与

Read

InviteMembers

他の AWS アカウントを招
待して GuardDuty を有効に
し、GuardDuty メンバーアカウ
ントにする許可を付与する

Write

ListDetectors

GuardDuty ディテクターのリス
トを取得する許可を付与

リスト

ListFilters

GuardDuty フィルターのリスト
を取得する許可を付与

リスト

ListFindings

GuardDuty の結果のリストを取
得する許可を付与

リスト

ListIPSets

GuardDuty IPSets のリストを取
得する許可を付与

リスト

ListInvitations

AWS アカウント に送信されたす
べての GuardDuty メンバーシッ
プ招待のリストを取得する許可
を付与する

リスト

ListMembers

管理者アカウントに関連付けら
れている GuardDuty メンバーア
カウントのリストを取得する許
可を付与する

リスト

GuardDuty の組織の委任管理者
ListOrganizationAdminAccounts
に関する詳細を一覧表示する許
可を付与

リスト

発行先のリストを取得する許可
ListPublishingDestinations
を付与

リスト

GuardDuty リソースに関連付け
ListTagsForResource
られたタグのリストを取得する
許可を付与

Read

threatintelset* (p. 1012)

detector (p. 1012)
filter (p. 1012)
ipset (p. 1012)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

threatintelset (p. 1012)
GuardDuty ThreatIntelSets のリ
ListThreatIntelSetsストを取得する許可を付与

リスト

GuardDuty 管理者アカウントに
StartMonitoringMembers
GuardDuty メンバーアカウント
からの調査結果をモニタリング
する許可を付与

Write

メンバーアカウントからの結果
StopMonitoringMembers
のモニタリングを無効にする許
可を付与

Write

TagResource

タグ付け

GuardDuty リソースにタグを追
加する許可を付与

detector (p. 1012)
filter (p. 1012)
ipset (p. 1012)
threatintelset (p. 1012)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1013)
aws:TagKeys (p. 1013)

GuardDuty の結果を解凍する許
UnarchiveFindings可を付与

Write

GuardDuty リソースからタグを
UntagResource 削除する許可を付与

タグ付け

detector (p. 1012)
filter (p. 1012)
ipset (p. 1012)
threatintelset (p. 1012)
aws:TagKeys (p. 1013)

GuardDuty ディテクターを更新
UpdateDetector する許可を付与

Write

detector* (p. 1012)

UpdateFilter

GuardDuty フィルターを更新す
る許可を付与

Write

filter* (p. 1012)

GuardDuty の結果を有用または
UpdateFindingsFeedback
無用としてマークするように、
結果のフィードバックを更新す
る許可を付与

Write

UpdateIPSet

書き込み

GuardDuty IPSets を更新する許
可を付与

マルウェアスキャン設定を更新
UpdateMalwareScanSettings
する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メンバーアカウントディテク
UpdateMemberDetectors
ターで有効になっているデータ
ソースを更新する許可を付与

Write

GuardDuty ディテクターに関連
UpdateOrganizationConfiguration
付けられた委任管理者設定を更
新する許可を付与

Write

発行先を更新する許可を付与
UpdatePublishingDestination

Write

GuardDuty ThreatIntelSets を更
UpdateThreatIntelSet
新する許可を付与

Write

依存アク
ション

publishingDestination* (p. 1012)
s3:GetObject
s3:ListBucket
threatintelset* (p. 1012)

iam:DeleteRolePolicy
iam:PutRolePolicy

Amazon GuardDuty で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1007)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

detector

arn:${Partition}:guardduty:${Region}:
${Account}:detector/${DetectorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1013)

filter

arn:${Partition}:guardduty:${Region}:
${Account}:detector/${DetectorId}/filter/
${FilterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1013)

ipset

arn:${Partition}:guardduty:${Region}:
${Account}:detector/${DetectorId}/ipset/
${IPSetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1013)

threatintelset

arn:${Partition}:guardduty:${Region}:
${Account}:detector/${DetectorId}/
threatintelset/${ThreatIntelSetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1013)

arn:${Partition}:guardduty:
publishingDestination
${Region}:${Account}:detector/
${DetectorId}/publishingDestination/
${PublishingDestinationId}

Amazon GuardDuty の条件キー
Amazon GuardDuty では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアでアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Health APIs and Notifications のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Health APIs and Notifications (サービスプレフィックス: health) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Health APIs and Notifications で定義されるアクション (p. 1013)
• AWS Health APIs and Notifications で定義されるリソースタイプ (p. 1015)
• AWS Health APIs and Notifications の条件キー (p. 1015)

AWS Health APIs and Notifications で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

組織内の指定されたイベントの
DescribeAffectedAccountsForOrganization
影響を受けたアカウントのリス
トを取得する許可を付与

読み取り

organizations:ListAccount

指定されたイベントの影響を受
DescribeAffectedEntities
けたエンティティのリストを取
得する許可を付与

読み取り

event* (p. 1015)
health:eventTypeCode (p. 1015)
health:service (p. 1015)

組織内の指定されたイベントお
DescribeAffectedEntitiesForOrganization
よびアカウントの影響を受けた
エンティティのリストを取得す
る許可を付与

読み取り

指定されたそれぞれのイベント
DescribeEntityAggregates
によって影響を受けるエンティ
ティの数を取得する許可を付与

読み取り

各イベントタイプ (発行、スケ
DescribeEventAggregates
ジュール変更、およびアカウン
ト通知) のイベント数を取得する
許可を付与

読み取り

1 つ以上の指定されたイベントに
DescribeEventDetails
関する詳細情報を取得する許可
を付与

読み取り

organizations:ListAccount

event* (p. 1015)
health:eventTypeCode (p. 1015)
health:service (p. 1015)

組織内の指定されたアカウント
DescribeEventDetailsForOrganization
に対して指定された 1 つ以上の
イベントに関する詳細情報を取
得する許可を付与

読み取り

指定されたフィルター条件に一
DescribeEventTypes
致するイベントタイプを取得す
る許可を付与

読み取り

指定されたフィルター条件に一
DescribeEvents 致するイベントに関する情報を
取得する許可を付与

読み取り

組織内の指定されたフィルター
DescribeEventsForOrganization
条件に一致するイベントに関す
る情報を取得する許可を付与

読み取り

organizations:ListAccount

組織ビュー機能の有効化または
DescribeHealthServiceStatusForOrganization
無効化のステータスを取得する
許可を付与

読み取り

organizations:ListAccount

組織ビュー機能を無効にする許
DisableHealthServiceAccessForOrganization
可を付与

経営へのア
クセス権

organizations:DisableAWS
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アクション

説明

組織ビュー機能を有効にする許
EnableHealthServiceAccessForOrganization
可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

経営へのア
クセス権

iam:CreateServiceLinkedR

organizations:EnableAWS

organizations:ListAccount

AWS Health APIs and Notifications で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1013)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
event

条件キー

arn:${Partition}:health:*::event/${Service}/
${EventTypeCode}/*

AWS Health APIs and Notifications の条件キー
AWS Health APIs and Notifications では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キー
を定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこ
とができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

イベントタイプでアクセスをフィルタリング
health:eventTypeCode

文字列

health:service

文字列

影響を受けるサービスでアクセスをフィルタリング

Amazon HealthLake のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon HealthLake (サービスプレフィックス: healthlake) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。

1015

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon HealthLake

トピック
• Amazon HealthLake によって定義されたアクション (p. 1016)
• Amazon HealthLake で定義されるリソースタイプ (p. 1018)
• Amazon HealthLake の条件キー (p. 1018)

Amazon HealthLake によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

FHIR データの取り込みとエクス
CreateFHIRDatastore
ポートが可能なデータストアを
作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1018)
aws:TagKeys (p. 1018)

リソースを作成する許可を付与

書き込み

datastore* (p. 1018)

データストアを削除する許可を
DeleteFHIRDatastore
付与

書き込み

datastore* (p. 1018)

リソースを削除する許可を付与

書き込み

datastore* (p. 1018)

データストア ID、データストア
DescribeFHIRDatastore
ARN、データストア名、データ
ストアの状態、作成場所、デー
タストアタイプのバージョン、
データストアエンドポイントな
ど、FHIR データストアに関連付
けられたプロパティを取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す

読み込み

datastore* (p. 1018)

データストアの ID、ARN、名
DescribeFHIRExportJob
前、ステータスなど、FHIR エク
スポートジョブのプロパティを
表示する許可を付与

読み込み

datastore* (p. 1018)

CreateResource

DeleteResource
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データストアの ID、ARN、名
DescribeFHIRImportJob
前、ステータスなど、FHIR イン
ポートジョブのプロパティを表
示する許可を付与

読み込み

datastore* (p. 1018)

FHIR データストアの機能を取得
する許可を付与

読み込み

datastore* (p. 1018)

GetCapabilities

依存アク
ション

データストアのステータスに関
リスト
ListFHIRDatastores
係なく、ユーザーのアカウント
にあるすべての FHIR データスト
アを一覧表示する許可を付与
指定したデータストアのエクス
ListFHIRExportJobs
ポートジョブのリストを取得す
る許可を付与

リスト

datastore* (p. 1018)

指定したデータストアのイン
ListFHIRImportJobs
ポートジョブのリストを取得す
る許可を付与

リスト

datastore* (p. 1018)

指定されたデータストアのタグ
ListTagsForResource
のリストを取得する許可を付与

読み込み

datastore (p. 1018)

ReadResource リソースを読み取るアクセス許
可を付与します

読み込み

datastore* (p. 1018)

読み込み

datastore* (p. 1018)

POST メソッドでリソースを検
SearchWithPost 索する許可を付与

読み込み

datastore* (p. 1018)

FHIR エクスポートジョブを開始
StartFHIRExportJob
する許可を付与

書き込み

datastore* (p. 1018)

FHIR インポートジョブを開始す
StartFHIRImportJob
る許可を付与

書き込み

datastore* (p. 1018)

TagResource

タグ付け

datastore (p. 1018)

SearchWithGet

GET メソッドでリソースを検索
する許可を付与

データストアにタグを追加する
許可を付与

aws:TagKeys (p. 1018)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1018)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1018)

データストアに関連付けられて
UntagResource いるタグを削除する許可を付与

タグ付け

リソースを更新する許可を付与

書き込み

UpdateResource
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Amazon HealthLake で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1016)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

datastore

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1018)

arn:${Partition}:healthlake:${Region}:
${AccountId}:datastore/fhir/${DatastoreId}

Amazon HealthLake の条件キー
Amazon HealthLake は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義する許可を
付与。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアによっ
てアクセスをフィルタリングする

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

大量のアウトバウンド通信のアクション、リソース、
および条件キー
大量のアウトバウンド通信 (サービスプレフィックス: connect-campaigns) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• 大量のアウトバウンド通信によって定義されたアクション (p. 1019)
• 大量のアウトバウンド通信で定義されるリソースタイプ (p. 1021)
• 大量のアウトバウンド通信の条件キー (p. 1021)
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大量のアウトバウンド通信によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

キャンペーンを作成する許可を
CreateCampaign 付与

書き込み

依存アク
ション

campaign* (p. 1021)
aws:TagKeys (p. 1021)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)

キャンペーンを削除する許可を
DeleteCampaign 付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
DeleteConnectInstanceConfig
設定情報を削除する許可を付与
Amazon Connect インスタンスの 書き込み
DeleteInstanceOnboardingJob
オンボーディングジョブを削除
する許可を付与
特定のキャンペーンを記述する
DescribeCampaign
許可を付与

読み取り

1 つのキャンペーンの状態を取得
GetCampaignState
する許可を付与

読み取り

複数のキャンペーンの状態を取
GetCampaignStateBatch
得する許可を付与

読み取り

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)
campaign* (p. 1021)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
GetConnectInstanceConfig
設定情報を取得する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Connect インスタンスの 読み取り
GetInstanceOnboardingJobStatus
オンボーディングジョブステー
タスを取得する許可を付与
ListCampaigns

すべてのキャンペーンの概要を
提供する許可を付与

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

campaign (p. 1021)

キャンペーンを一時停止する許
PauseCampaign 可を付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

指定したキャンペーンのダイヤ
PutDialRequestBatch
ルリクエストを作成する許可を
付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

キャンペーンを再開する許可を
ResumeCampaign付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

StartCampaign キャンペーンを開始する許可を
付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1021)

Amazon Connect インスタンスの 書き込み
StartInstanceOnboardingJob
オンボーディングジョブを開始
する許可を付与
StopCampaign

キャンペーンを停止する許可を
付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

campaign (p. 1021)
aws:TagKeys (p. 1021)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

campaign (p. 1021)
aws:TagKeys (p. 1021)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1021)

キャンペーンのダイヤラー設定
UpdateCampaignDialerConfig
を更新する許可を付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

キャンペーンの名前を更新する
UpdateCampaignName
許可を付与

書き込み

campaign* (p. 1021)

キャンペーンの発信通話設定を
UpdateCampaignOutboundCallConfig
更新する許可を付与

書き込み

campaign* (p. 1021)
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大量のアウトバウンド通信で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1019)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

campaign

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1021)

arn:${Partition}:connect-campaigns:
${Region}:${Account}:campaign/${CampaignId}

大量のアウトバウンド通信の条件キー
大量のアウトバウンド通信は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Honeycode のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Honeycode (サービスプレフィックス: honeycode) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Honeycode で定義されるアクション (p. 1022)
• Amazon Honeycode で定義されるリソースタイプ (p. 1024)
• Amazon Honeycode の条件キー (p. 1025)
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Amazon Honeycode で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウントのチームアソシ
ApproveTeamAssociation
エーションリクエストを承認す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

Write

テーブルに新しい行を作成する
BatchCreateTableRows
アクセス許可を付与

Write

table* (p. 1024)

テーブルから行を削除するアク
BatchDeleteTableRows
セス許可を付与

Write

table* (p. 1024)

テーブル内の行を更新するアク
BatchUpdateTableRows
セス許可を付与

Write

table* (p. 1024)

テーブル内の行をマージ (アップ
BatchUpsertTableRows
サート) するアクセス許可を付与

Write

table* (p. 1024)

CreateTeam
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウントに新しい
Amazon Honeycode チームを作
成するアクセス許可を付与

Write

CreateTenant
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウントの Amazon
Honeycode 内に新しいテナント
を作成するアクセス許可を付与

Write

AWS アカウントの Amazon
Honeycode ドメインを削除する
許可を付与

書き込み

DeleteDomains
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウントの Amazon
DeregisterGroups Honeycode チームからグループ
[アクセス許可
を削除するアクセス許可を付与
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テーブルデータインポートジョ
DescribeTableDataImportJob
ブの詳細を取得するアクセス許
可を付与

Read

table* (p. 1024)

DescribeTeam
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウントの Amazon
Honeycode チームに関する詳細
を取得するアクセス許可を付与

Read

GetScreenData

画面からデータをロードする許
可を付与

Read

screen* (p. 1024)

画面のオートメーションを呼び
InvokeScreenAutomation
出すアクセス許可を付与

Write

screenautomation* (p. 1024)

ListDomains
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウントのすべての
Amazon Honeycode ドメインと
その検証ステータスを一覧表示
するアクセス許可を付与

リスト

ListGroups [ア
クセス許可の
み]

AWS アカウントの Amazon
Honeycode チームのすべてのグ
ループを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

テーブル内の列を一覧表示する
ListTableColumnsアクセス許可を付与

リスト

table* (p. 1024)

ListTableRows

テーブル内の行を一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

table* (p. 1024)

ListTables

ワークブック内のテーブルを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

workbook* (p. 1024)

リソースのすべてのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

タグ付け

保留中および承認されたチーム
ListTeamAssociations
の AWS アカウントへの関連付け
[アクセス許可
をすべて一覧表示するアクセス
のみ]
許可を付与

リスト

ListTenants [ア AWS アカウントの Amazon
クセス許可の
Honeycode のすべてのテナント
み]
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

フィルタを使用してテーブル行
QueryTableRows を照会するアクセス許可を付与

Read

AWS アカウントの Amazon
RegisterDomainForVerification
Honeycode ドメインの検証をリ
[アクセス許可
クエストするアクセス許可を付
のみ]
与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウントの Amazon
RegisterGroups Honeycode チームにグループを
[アクセス許可
追加するアクセス許可を付与
のみ]

Write

AWS アカウントのチームアソシ
RejectTeamAssociation
エーションリクエストを拒否す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

Write

AWS アカウントの Amazon
RestartDomainVerification
Honeycode ドメインの検証を再
[アクセス許可
開するアクセス許可を付与
のみ]

Write

テーブルデータインポートジョ
StartTableDataImportJob
ブを開始するアクセス許可を付
与

書き込み

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

UpdateTeam
[アクセス許可
のみ]

Write

AWS アカウントの Amazon
Honeycode チームを更新するア
クセス許可を付与

依存アク
ション

table* (p. 1024)

Amazon Honeycode で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1022)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

workbook

arn:${Partition}:honeycode:${Region}:
${Account}:workbook:workbook/${WorkbookId}

table

arn:${Partition}:honeycode:${Region}:
${Account}:table:workbook/${WorkbookId}/
table/${TableId}

screen

arn:${Partition}:honeycode:${Region}:
${Account}:screen:workbook/${WorkbookId}/
app/${AppId}/screen/${ScreenId}

screenautomation

arn:${Partition}:honeycode:${Region}:
${Account}:screen-automation:workbook/
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リソースタイプ ARN

条件キー

${WorkbookId}/app/${AppId}/screen/
${ScreenId}/automation/${AutomationId}

Amazon Honeycode の条件キー
Honeycode には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS IAM Access Analyzer のアクション、リソース、
および条件キー
AWS IAM Access Analyzer (サービスプレフィックス: access-analyzer) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IAM Access Analyzer で定義されるアクション (p. 1025)
• AWS IAM Access Analyzer で定義されるリソースタイプ (p. 1028)
• AWS IAM Access Analyzer の条件キー (p. 1028)

AWS IAM Access Analyzer で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アーカイブルールを適用するア
ApplyArchiveRule クセス権限を付与します

書き込み

ポリシーの生成をキャンセルす
CancelPolicyGeneration
る許可を付与。

書き込み

指定したアナライザーのアクセ
CreateAccessPreview
スプレビューを作成するアクセ
ス権限を付与します

書き込み

Analyzer* (p. 1028)

アナライザーを作成するアクセ
ス権限を付与します

書き込み

Analyzer* (p. 1028)

CreateAnalyzer

依存アク
ション

Analyzer* (p. 1028)

iam:CreateServiceLinkedR

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1028)
aws:TagKeys (p. 1028)

指定したアナライザーのアーカ
CreateArchiveRuleイブルールを作成するアクセス
権限を付与します

書き込み

ArchiveRule* (p. 1028)

指定したアナライザーを削除す
るアクセス権限を付与します

書き込み

Analyzer* (p. 1028)

指定したアナライザーのアーカ
DeleteArchiveRuleイブルールを削除するアクセス
権限を付与します

書き込み

ArchiveRule* (p. 1028)

アクセスプレビューについての
GetAccessPreview情報を取得するアクセス権限を
付与します

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

分析されたリソースに関する情
GetAnalyzedResource
報を取得するアクセス権限を付
与します

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

GetAnalyzer

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

DeleteAnalyzer

アナライザーに関する情報を取
得するアクセス権限を付与しま
す

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1028)
aws:TagKeys (p. 1028)

指定したアナライザーのアーカ
GetArchiveRule イブルールに関する情報を取得
するアクセス権限を付与します

読み込み

ArchiveRule* (p. 1028)

GetFinding

検出結果を取得するアクセス権
限を付与します

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

StartPolicyGeneration を使用し
GetGeneratedPolicy
て生成されたポリシーを取得す
るためのアクセス許可を付与し
ます。

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクセスプレビューから検出結
ListAccessPreviewFindings
果のリストを取得するアクセス
権限を付与します

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

アクセスプレビューのリストを
ListAccessPreviews
取得するアクセス権限を付与し
ます

リスト

Analyzer* (p. 1028)

分析されたリソースのリストを
ListAnalyzedResources
取得するアクセス権限を付与し
ます

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

ListAnalyzers

アナライザーのリストを取得す
るアクセス権限を付与します

リスト

アナライザーからアーカイブ
ListArchiveRules ルールのリストを取得するアク
セス権限を付与します

リスト

Analyzer* (p. 1028)

ListFindings

アナライザーから検出結果のリ
ストを取得するアクセス権限を
付与します

読み込み

Analyzer* (p. 1028)

最近開始されたすべてのポリ
ListPolicyGenerations
シー世代を一覧表示する許可を
付与。

読み込み

リソースに適用されたタグのリ
ListTagsForResource
ストを取得するアクセス権限を
付与します

読み込み

ポリシー生成を開始する許可を
StartPolicyGeneration
付与。

書き込み

リソースに適用されたポリシー
StartResourceScan
のスキャンを開始するアクセス
権限を付与します

書き込み

Analyzer* (p. 1028)

TagResource

タグ付け

Analyzer (p. 1028)

リソースにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

Analyzer (p. 1028)

iam:PassRole

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1028)
aws:TagKeys (p. 1028)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

Analyzer (p. 1028)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1028)
aws:TagKeys (p. 1028)

アーカイブルールを変更するア
UpdateArchiveRule
クセス権限を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検出結果を変更するアクセス権
UpdateFindings 限を付与します

書き込み

ValidatePolicy

読み込み

ポリシーを検証する許可を付与

依存アク
ション

Analyzer* (p. 1028)

AWS IAM Access Analyzer で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1025)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Analyzer

arn:${Partition}:access-analyzer:${Region}:
${Account}:analyzer/${AnalyzerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1028)

ArchiveRule

arn:${Partition}:access-analyzer:${Region}:
${Account}:analyzer/${AnalyzerName}/archiverule/${RuleName}

AWS IAM Access Analyzer の条件キー
AWS IAM Access Analyzer では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継
サービス) のアクション、リソース、および条件キー
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) (サービスプレフィックス: sso) で
は、IAM 許可ポリシーで使用できるように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキス
トキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) によって定義されたアクショ
ン (p. 1029)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) によって定義されたリソースタイ
プ (p. 1037)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) の条件キー (p. 1037)

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS IAM Identity Center が使用
AssociateDirectoryするディレクトリに接続する許
可を付与

書き込み

ds:AuthorizeApplication

ディレクトリユーザーまたはグ
AssociateProfile ループとプロファイルとの間に
関連付けを作成する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

カスタマー管理ポリシーリファ
経営へのア Instance* (p. 1037)
AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet
レンスを許可セットにアタッチ
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)
する許可を付与
AWS 管理ポリシーをアクセス許
AttachManagedPolicyToPermissionSet
可セットにアタッチするアクセ
ス許可を付与します

経営へのア Instance* (p. 1037)
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)

指定したアクセス許可セットを
CreateAccountAssignment
使用して、指定した AWS アカウ
ント のプリンシパルにアクセス
権を割り当てるアクセス許可を
付与します

書き込み

アプリケーションインスタンス
CreateApplicationInstance
を AWS IAM Identity Center に追
加する許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
CreateApplicationInstanceCertificate
に新しい証明書を追加する許可
を付与

書き込み

Account* (p. 1037)
Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)

ABAC のインスタンスを有効に
書き込み
CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration
し、属性を指定する許可を付与

Instance* (p. 1037)

iam:AttachRolePolicy
iam:CreateRole
iam:DeleteRole
iam:DeleteRolePolicy
iam:DetachRolePolicy
iam:GetRole

iam:ListAttachedRolePolic
iam:ListRolePolicies
iam:PutRolePolicy

iam:UpdateAssumeRoleP
マネージドアプリケーションイ
CreateManagedApplicationInstance
ンスタンスを AWS IAM Identity
Center に追加する許可を付与

書き込み

アクセス許可セットを作成する
CreatePermissionSet
許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1037)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1037)
aws:TagKeys (p. 1037)

CreateProfile

アプリケーションインスタンス
のプロファイルを作成する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateTrust

ターゲットアカウントにフェデ
レーションの信頼を作成する許
可を付与

書き込み

指定されたアクセス許可セット
DeleteAccountAssignment
を使用して、指定された AWS ア
カウント からプリンシパルのア
クセス権を削除するアクセス許
可を付与します

書き込み

アプリケーションインスタンス
DeleteApplicationInstance
を削除する許可を付与

書き込み

非アクティブまたは期限切れの
DeleteApplicationInstanceCertificate
証明書をアプリケーションイン
スタンスから削除する許可を付
与

書き込み

指定されたアクセス許可セット
DeleteInlinePolicyFromPermissionSet
からインラインポリシーを削除
するアクセス許可を付与します

書き込み

ABAC を無効にし、インスタン
DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration
スの属性リストを削除する許可
を付与

書き込み

管理対象アプリケーションイン
DeleteManagedApplicationInstance
スタンスを削除する許可を付与

書き込み

アクセス許可セットを削除する
DeletePermissionSet
許可を付与

書き込み

許可セットから許可境界を削除
DeletePermissionsBoundaryFromPermissionSet
する許可を付与

経営へのア Instance* (p. 1037)
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)

アクセス許可セットに関連付け
DeletePermissionsPolicy
られたアクセス許可ポリシーを
削除する許可を付与

Permissions
management

DeleteProfile

アプリケーションインスタンス
のプロファイルを削除する許可
を付与

書き込み

割り当て作成リクエストのス
DescribeAccountAssignmentCreationStatus
テータスを記述するアクセス許
可を付与します

読み込み

Instance* (p. 1037)

割り当て削除リクエストのス
DescribeAccountAssignmentDeletionStatus
テータスを記述するアクセス許
可を付与します

読み込み

Instance* (p. 1037)

ABAC のインスタンスによって
読み込み
DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration
使用される属性のリストを取得
する許可を付与

Instance* (p. 1037)
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PermissionSet* (p. 1037)

依存アク
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクセス許可セットを説明する
DescribePermissionSet
許可を付与

読み込み

指定されたアクセス許可セット
DescribePermissionSetProvisioningStatus
のプロビジョニングリクエスト
のステータスを記述するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

アクセス許可セットに関連付け
DescribePermissionsPolicies
られているすべてのアクセス許
可ポリシーを取得する許可を付
与

読み取り

組織が AWS IAM Identity Center
DescribeRegisteredRegions
を有効にしているリージョンを
取得する許可を付与します

読み取り

依存アク
ション

Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)
Instance* (p. 1037)

カスタマー管理ポリシーリファ
経営へのア Instance* (p. 1037)
DetachCustomerManagedPolicyReferenceFromPermissionSet
レンスを許可セットからデタッ
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)
チする許可を付与
指定されたアクセス許可セット
DetachManagedPolicyFromPermissionSet
から、アタッチされている AWS
管理ポリシーをデタッチするア
クセス許可を付与します

経営へのア Instance* (p. 1037)
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)

AWS IAM Identity Center が使用
DisassociateDirectory
するディレクトリの関連付けを
解除する許可を付与

書き込み

プロファイルからディレクトリ
DisassociateProfile
ユーザーまたはグループの関連
付けを解除する許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
GetApplicationInstance
の詳細を取得する許可を付与

読み込み

アプリケーションテンプレート
GetApplicationTemplate
の詳細を取得する許可を付与

読み込み

アクセス許可セットに割り当て
GetInlinePolicyForPermissionSet
られたインラインポリシーを取
得するアクセス許可を付与しま
す

読み込み

アプリケーションインスタンス
GetManagedApplicationInstance
の詳細を取得する許可を付与

読み込み

ディレクトリの MFA デバイス管
GetMfaDeviceManagementForDirectory
理設定を取得する許可を付与

読み込み

アクセス許可セットの詳細を取
GetPermissionSet得する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

許可セットの許可境界を取得す
GetPermissionsBoundaryForPermissionSet
る許可を付与

読み取り

アクセス許可セットに関連付け
GetPermissionsPolicy
られているすべてのアクセス許
可ポリシーを取得する許可を付
与

読み込み

GetProfile

アプリケーションインスタンス
のプロファイルを取得する許可
を付与

読み取り

GetSSOStatus

AWS IAM Identity Center が有効
になっているかどうかを確認す
る許可を付与

読み取り

現在の SSO インスタンスの共有
GetSharedSsoConfiguration
設定を取得する許可を付与

読み込み

現在の SSO インスタンスの設定
GetSsoConfiguration
を取得する許可を付与

読み込み

GetTrust

読み込み

ターゲットアカウントでフェデ
レーションの信頼を取得する許
可を付与

Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)

sso:DescribePermissionsP

サービスプロバイダーが提供す
ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata
るアプリケーション SAML メタ
データファイルをアップロード
して、アプリケーションインス
タンスを更新する許可を付与

書き込み

指定した SSO インスタンスの
ListAccountAssignmentCreationStatus
AWS アカウント 割り当て作成リ
クエストのステータスを一覧表
示するアクセス許可を付与しま
す

リスト

Instance* (p. 1037)

指定した SSO インスタンスの
ListAccountAssignmentDeletionStatus
AWS アカウント 割り当て削除リ
クエストのステータスを一覧表
示するアクセス許可を付与しま
す

リスト

Instance* (p. 1037)

指定されたアクセス許可セット
ListAccountAssignments
を持つ、指定された AWS アカウ
ント の割り当て先を一覧表示す
るアクセス許可を付与します

リスト

Account* (p. 1037)

指定されたアクセス許可セット
ListAccountsForProvisionedPermissionSet
がプロビジョニングされている
すべての AWS アカウントを一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたアプリケーションイ
ListApplicationInstanceCertificates
ンスタンスのすべての証明書を
取得する許可を付与

読み込み

すべてのアプリケーションイン
ListApplicationInstances
スタンスを取得する許可を付与

リスト

sso:GetApplicationInstanc

サポートされているすべてのア
ListApplicationTemplates
プリケーションテンプレートを
取得する許可を付与

リスト

sso:GetApplicationTempla

サポートされているすべてのア
ListApplications プリケーションを取得する許可
を付与

リスト

許可セットにアタッチされてい
リスト
ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet
るカスタマー管理ポリシーリ
ファレンスを一覧表示する許可
を付与します
AWS IAM Identity Center に接続
ListDirectoryAssociations
されているディレクトリの詳細
を取得する許可を付与

読み取り

ListInstances

リスト

呼び出し元がアクセスできる
SSO インスタンスを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)

指定されたアクセス許可セット
ListManagedPoliciesInPermissionSet
にアタッチされている AWS 管理
ポリシーを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

リスト

指定した SSO インスタンスに
ListPermissionSetProvisioningStatus
対するアクセス許可セットのプ
ロビジョニングリクエストのス
テータスを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

リスト

Instance* (p. 1037)

すべてのアクセス許可セットを
ListPermissionSets
取得する許可を付与

リスト

Instance* (p. 1037)

指定した AWS アカウント にプ
ListPermissionSetsProvisionedToAccount
ロビジョニングされたすべての
アクセス許可セットを一覧表示
するアクセス許可を付与します

リスト

Account* (p. 1037)

プロファイルに関連付けられた
ListProfileAssociations
ディレクトリユーザーまたはグ
ループを取得する許可を付与

読み込み

ListProfiles

リスト

アプリケーションインスタンス
のすべてのプロファイルを取得
する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたリソースにアタッチ
ListTagsForResource
されているタグを一覧表示する
アクセス許可を付与します

読み込み

指定されたアクセス許可セット
ProvisionPermissionSet
を指定されたターゲットにプロ
ビジョニングするアクセス許可
を付与します

書き込み

IAM インラインポリシーをアク
PutInlinePolicyToPermissionSet
セス許可セットにアタッチする
アクセス許可を付与します

書き込み

ディレクトリの MFA デバイス管
PutMfaDeviceManagementForDirectory
理設定を配置する許可を付与

書き込み

許可セットに許可境界を追加す
PutPermissionsBoundaryToPermissionSet
る許可を付与

経営へのア Instance* (p. 1037)
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)

アクセス許可セットにポリシー
PutPermissionsPolicy
を追加する許可を付与

Permissions
management

SearchGroups

関連付けられたディレクトリ内
のグループを検索する許可を付
与。

読み込み

ds:DescribeDirectories

SearchUsers

関連付けられたディレクトリ内
のユーザーを検索する許可を付
与。

読み取り

ds:DescribeDirectories

StartSSO

AWS IAM Identity Center を初期
化する許可を付与

書き込み

organizations:DescribeOrg

一連のタグを指定されたリソー
スに関連付けるアクセス許可を
付与します

タグ付け

TagResource

Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)
Account* (p. 1037)
Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)
Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)

organizations:EnableAWS
Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1037)
aws:TagKeys (p. 1037)

指定したリソースから一連のタ
UntagResource グの関連付けを解除するアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

Instance* (p. 1037)
PermissionSet* (p. 1037)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1037)
aws:TagKeys (p. 1037)

このアプリケーションインスタ
UpdateApplicationInstanceActiveCertificate
ンスのアクティブな証明書とし
て証明書を設定する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションインスタンス
UpdateApplicationInstanceDisplayData
の表示データを更新する許可を
付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration
のフェデレーションレスポンス
設定を更新する許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
書き込み
UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration
のフェデレーションレスポンス
スキーマ設定を更新する許可を
付与
アプリケーションインスタンス
UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration
のセキュリティ詳細を更新する
許可を付与

書き込み

アプリケーションインスタンス
書き込み
UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration
のサービスプロバイダーに関す
る設定を更新する許可を付与
アプリケーションインスタンス
UpdateApplicationInstanceStatus
のステータスを更新する許可を
付与

書き込み

接続したディレクトリのユー
UpdateDirectoryAssociation
ザー属性マッピングを更新する
許可を付与

書き込み

ABAC のインスタンスで使用す
書き込み
UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration
る属性を更新する許可を付与

Instance* (p. 1037)

管理対象アプリケーションイン
UpdateManagedApplicationInstanceStatus
スタンスのステータスを更新す
る許可を付与

書き込み

アクセス許可セットを更新する
UpdatePermissionSet
アクセス許可を付与します

経営へのア Instance* (p. 1037)
クセス権
PermissionSet* (p. 1037)

UpdateProfile

書き込み

アプリケーションインスタンス
のプロファイルを更新する許可
を付与

現在の SSO インスタンスの設定
UpdateSSOConfiguration
を更新する許可を付与

書き込み

UpdateTrust

書き込み

ターゲットアカウントでフェデ
レーションの信頼を更新する許
可を付与
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AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
によって定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1029)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

PermissionSet

arn:${Partition}:sso:::permissionSet/
${InstanceId}/${PermissionSetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1037)

Account

arn:${Partition}:sso:::account/${AccountId}

Instance

arn:${Partition}:sso:::instance/
${InstanceId}

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
の条件キー
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) は、IAM ポリシーの Condition 要素で
使用できる次の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される
条件をさらに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照し
てください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継
サービス) ディレクトリのアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリ (サービスプレフィックス:
sso-directory) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、次のサービス固有のリソースや
アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリで定義されるアクショ
ン (p. 1038)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリで定義されるリソース
タイプ (p. 1042)
• AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリの条件キー (p. 1043)

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
ディレクトリで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS IAM Identity Center がデ
AddMemberToGroup
フォルトで提供するディレクト
リ内のグループにメンバーを追
加するアクセス許可を付与

書き込み

仮想 MFA デバイスの作成プロセ
CompleteVirtualMfaDeviceRegistration
スを完了する許可を付与。

Write

WebAuthn デバイスの登録プロセ 書き込み
CompleteWebAuthnDeviceRegistration
スを完了する許可を付与
CreateAlias

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リのエイリアスを作成するアク
セス許可を付与

特定のプロビジョニングテナン
CreateBearerToken
トのベアラートークンを作成す
る許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ディレクトリ用の外部 ID プロ
CreateExternalIdPConfigurationForDirectory
バイダ設定を作成する許可を付
与。

書き込み

CreateGroup

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リにグループを作成するアクセ
ス許可を付与

書き込み

指定したディレクトリのプロビ
CreateProvisioningTenant
ジョニングテナントを作成する
許可を付与。

書き込み

CreateUser

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リにユーザーを作成するアクセ
ス許可を付与

ベアラートークンを削除する許
DeleteBearerToken
可を付与。

Write

指定された外部 IdP 証明書を削
DeleteExternalIdPCertificate
除する許可を付与。

Write

ディレクトリに関連付けられた
DeleteExternalIdPConfigurationForDirectory
外部 ID プロバイダ設定を削除す
る許可を付与。

書き込み

DeleteGroup

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リからグループを削除するアク
セス許可を付与

特定のユーザーのデバイス名に
DeleteMfaDeviceForUser
よって MFA デバイスを削除する
許可を付与。

Write

プロビジョニングテナントを削
DeleteProvisioningTenant
除する許可を付与。

書き込み

DeleteUser

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リからユーザーを削除するアク
セス許可を付与

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
DescribeDirectoryフォルトで提供するディレクト
リに関する情報を取得するアク
セス許可を付与

読み取り

DescribeGroup ユーザーおよびグループメン
バーを含まない、グループデー
タをクエリする許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS IAM Identity Center がデ
DescribeGroups フォルトで提供するディレクト
リからグループに関する情報を
取得するアクセス許可を付与

読み取り

プロビジョニングテナントを説
DescribeProvisioningTenant
明する許可を付与

読み取り

DescribeUser

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リからユーザーに関する情報を
取得するアクセス許可を付与

読み取り

ユーザーに対して表される有
DescribeUserByUniqueAttribute
効な一意の属性を使用してユー
ザーを説明する許可を付与

読み取り

DescribeUsers

読み取り

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リからユーザーに関する情報を
取得するアクセス許可を付与

外部 ID プロバイダを使用したエ
DisableExternalIdPConfigurationForDirectory
ンドユーザーの認証を無効にす
る許可を付与。

書き込み

DisableUser

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リ内のユーザーを非アクティブ
化するアクセス許可を付与

外部 ID プロバイダを使用したエ
EnableExternalIdPConfigurationForDirectory
ンドユーザーの認証を有効にす
る許可を付与。

書き込み

EnableUser

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リ内のユーザーをアクティブ化
するアクセス許可を付与

ディレクトリの AWS IAM
GetAWSSPConfigurationForDirectory
Identity Center サービスプロバイ
ダー設定を取得するアクセス許
可を付与

読み取り

(非推奨) UserPool 情報を取得す
GetUserPoolInfo る許可を付与

読み取り

外部 IdP レスポンスの検証に使
ImportExternalIdPCertificate
用される IdP 証明書をインポー
トする許可を付与。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メンバーが、AWS IAM Identity
IsMemberInGroupCenter がデフォルトで提供する
ディレクトリ内のグループに属
するかどうかを確認するアクセ
ス許可を付与

読み取り

特定のプロビジョニングテナン
ListBearerTokens トのベアラートークンを一覧表
示する許可を付与。

Read

指定されたディレクトリと IdP
ListExternalIdPCertificates
の外部 IdP 証明書を一覧表示す
る許可を付与。

Read

ディレクトリ用に作成されたす
ListExternalIdPConfigurationsForDirectory
べての外部 ID プロバイダ設定を
一覧表示する許可を付与。

Read

ターゲットメンバーのグループ
ListGroupsForMember
を一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS IAM Identity Center がデ
ListGroupsForUser
フォルトで提供するディレクト
リからユーザーのグループを一
覧表示するアクセス許可を付与

読み取り

AWS IAM Identity Center がデ
ListMembersInGroup
フォルトで提供するディレクト
リ内のグループに属するすべて
のメンバーを取得するアクセス
許可を付与

読み取り

すべてのアクティブな MFA デバ
ListMfaDevicesForUser
イスとそのユーザーの MFA デバ
イスメタデータを一覧表示する
許可を付与。

Read

指定したディレクトリのプロビ
ListProvisioningTenants
ジョニングテナントを一覧表示
する許可を付与。

読み取り

AWS IAM Identity Center がデ
RemoveMemberFromGroup
フォルトで提供するディレク
トリ内のグループに属するメン
バーを削除するアクセス許可を
付与

書き込み

SearchGroups

関連付けられたディレクトリ内
のグループを検索する許可を付
与。

読み込み

SearchUsers

関連付けられたディレクトリ内
のユーザーを検索する許可を付
与。

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想 MFA デバイスの作成プロセ
StartVirtualMfaDeviceRegistration
スを開始する許可を付与。

依存アク
ション

Write

WebAuthn デバイスの登録プロセ Write
StartWebAuthnDeviceRegistration
スを開始する許可を付与します
ディレクトリに関連付けられた
UpdateExternalIdPConfigurationForDirectory
外部 ID プロバイダ設定を更新す
る許可を付与。

書き込み

UpdateGroup

書き込み

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リ内のグループに関する情報を
更新するアクセス許可を付与

グループ表示名を更新し、グ
UpdateGroupDisplayName
ループ表示名レスポンスを更新
する許可を付与

Write

MFA デバイス情報を更新する許
UpdateMfaDeviceForUser
可を付与

書き込み

E メールでパスワードリセットリ 書き込み
UpdatePassword ンクを送信、またはワンタイム
パスワードを生成することによ
り、AWS IAM Identity Center が
デフォルトで提供するディレク
トリでユーザーのパスワードを
更新するアクセス許可を付与
UpdateUser

AWS IAM Identity Center がデ
フォルトで提供するディレクト
リ内のユーザー情報を更新する
アクセス許可を付与

書き込み

ユーザー名を更新し、ユーザー
UpdateUserName名のレスポンスを更新する許可
を付与

Write

VerifyEmail

書き込み

ユーザーの E メールアドレスを
検証する許可を付与。

AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
ディレクトリで定義されるリソースタイプ
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリでは、 IAM ポリシース
テートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定がサポートされていません。AWS IAM Identity
Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリへのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。
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AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス)
ディレクトリの条件キー
IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継サービス) ディレクトリには、ポリシーステートメントの
Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用
できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Identity and Access Management のアクション、リ
ソース、および条件キー
Identity And Access Management (サービスプレフィックス: iam) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Identity And Access Management で定義されるアクション (p. 1043)
• Identity And Access Management で定義されるリソースタイプ (p. 1057)
• Identity And Access Management の条件キー (p. 1058)

Identity And Access Management で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された IAM OpenID
AddClientIDToOpenIDConnectProvider
Connect(OIDC) プロバイダーリ
ソースに登録された ID のリスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたインスタンスプロ
AddRoleToInstanceProfile
ファイルに IAM ロールを追加す
る許可を付与

書き込み

instanceprofile* (p. 1058)

iam:PassRole

指定された IAM グループに IAM
AddUserToGroup ユーザーを追加する許可を付与

書き込み

group* (p. 1058)

指定された IAM グループに管理
AttachGroupPolicyポリシーをアタッチする許可を
付与

Permissions group* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)

指定された IAM ロールに管理ポ
AttachRolePolicy リシーをアタッチする許可を付
与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)

に新しいクライアント ID (閲覧
者) を追加する許可を付与

iam:PermissionsBoundary (p. 1059)
指定された IAM ユーザーに管理
AttachUserPolicy ポリシーをアタッチする許可を
付与

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

IAM ユーザーに自分のパスワー
ChangePassword ドを変更する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーのアク
CreateAccessKeyセスキーとシークレットアクセ
スキーを作成する許可を付与。

書き込み

user* (p. 1058)

AWS アカウント のエイリアスを
CreateAccountAlias
作成するアクセス許可を付与

書き込み

CreateGroup

新しいグループを作成する許可
を付与

書き込み

group* (p. 1058)

新しいインスタンスプロファイ
CreateInstanceProfile
ルを作成する許可を付与

書き込み

instanceprofile* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

指定された IAM ユーザーのパス
CreateLoginProfileワードを作成する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

OpenID Connect (OIDC) をサ
CreateOpenIDConnectProvider
ポートする ID プロバイダー
(IdP) について説明する IAM リ
ソースを作成する許可を付与

書き込み

oidcprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CreatePolicy

新しい管理ポリシーを作成する
許可を付与

Permissions policy* (p. 1058)
management
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

指定された管理ポリシーの新し
CreatePolicyVersion
いバージョンを作成する許可を
付与

Permissions policy* (p. 1058)
management

CreateRole

書き込み

新しいロールを作成する許可を
付与

role* (p. 1058)
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

SAML 2.0 をサポートする ID プ
CreateSAMLProvider
ロバイダー (IdP) について説明す
る IAM リソースを作成する許可
を付与

書き込み

samlprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

AWS のサービスがユーザーに代
CreateServiceLinkedRole
わってアクションを実行できる
ようにする IAM ロールを作成す
るアクセス許可を付与

書き込み

IAM ユーザーの新しいサービス
CreateServiceSpecificCredential
固有の認証情報を作成する許可
を付与

書き込み

user* (p. 1058)

CreateUser

書き込み

user* (p. 1058)

新しい IAM ユーザーを作成する
許可を付与

role* (p. 1058)
iam:AWSServiceName (p. 1059)

iam:PermissionsBoundary (p. 1059)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

新しい仮想 MFA デバイスを作成
CreateVirtualMFADevice
する許可を付与

書き込み

mfa* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

指定された MFA デバイスを非ア
DeactivateMFADevice
クティブ化し、最初に有効にさ
れた IAM ユーザーとの関連付け
を削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された IAM ユーザーに関連
DeleteAccessKey 付けられたアクセスキーペアを
削除する許可を付与

書き込み

指定された AWS アカウント エ
DeleteAccountAlias
イリアスを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

AWS アカウント のパスワードポ
DeleteAccountPasswordPolicy
リシーを削除するアクセス許可
を付与

Permissions
management

DeleteGroup

書き込み

指定した IAM グループを削除す
るアクセス許可を付与

user* (p. 1058)

group* (p. 1058)

グループから指定されたインラ
DeleteGroupPolicyインポリシーを削除する許可を
付与

Permissions group* (p. 1058)
management

指定されたインスタンスプロ
DeleteInstanceProfile
ファイルを削除する許可を付与

書き込み

instanceprofile* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーのパス
DeleteLoginProfileワードを削除する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

IAM で OpenID Connect ID プロ
DeleteOpenIDConnectProvider
バイダー (IdP) リソースオブジェ
クトを削除する許可を付与

書き込み

oidcprovider* (p. 1058)

DeletePolicy

Permissions policy* (p. 1058)
management

指定した管理ポリシーを削除
し、それがアタッチされている
IAM エンティティ (ユーザー、グ
ループ、またはロール) から削除
する許可を付与

指定された管理ポリシーから
DeletePolicyVersion
バージョンを削除する許可を付
与

Permissions policy* (p. 1058)
management

DeleteRole

書き込み

指定したロールを削除するアク
セス許可を付与

依存アク
ション

role* (p. 1058)

ロールからアクセス許可境界を
DeleteRolePermissionsBoundary
削除する許可を付与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

指定されたロールから指定され
DeleteRolePolicy たインラインポリシーを削除す
る許可を付与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

IAM で SAML プロバイダーリ
DeleteSAMLProvider
ソースを削除する許可を付与

書き込み

samlprovider* (p. 1058)

指定された SSH パブリックキー
DeleteSSHPublicKey
を削除する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたサーバー証明書を削
DeleteServerCertificate
除する許可を付与

書き込み

servercertificate* (p. 1058)

サービスで使用されなくなって
DeleteServiceLinkedRole
いる場合、特定の AWS サービス
にリンクされている IAM ロール
を削除するアクセス許可を付与

書き込み

role* (p. 1058)

IAM ユーザーの指定されたサー
DeleteServiceSpecificCredential
ビス固有の認証情報を削除する
許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーに関連
DeleteSigningCertificate
付けられている署名証明書を削
除する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

DeleteUser

書き込み

user* (p. 1058)

指定した IAM ユーザーを削除す
るアクセス許可を付与

依存アク
ション

指定された IAM ユーザーからア
DeleteUserPermissionsBoundary
クセス許可境界を削除する許可
を付与

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

IAM ユーザーから指定されたイ
DeleteUserPolicy ンラインポリシーを削除する許
可を付与

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

仮想 MFA デバイスを削除する許
DeleteVirtualMFADevice
可を付与

書き込み

指定された IAM グループから管
DetachGroupPolicy
理ポリシーをデタッチする許可
を付与

Permissions group* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)

指定されたロールから管理ポリ
DetachRolePolicy シーをデタッチする許可を付与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)

mfa (p. 1058)
smsmfa (p. 1058)

iam:PermissionsBoundary (p. 1059)
指定された IAM ユーザーから管
DetachUserPolicy理ポリシーをデタッチする許可
を付与

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PolicyARN (p. 1059)
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

MFA デバイスを有効にして、指
EnableMFADevice定された IAM ユーザーに関連付
けるアクセス許可を付与

書き込み

AWS アカウント の認証情報レ
GenerateCredentialReport
ポートを生成するアクセス許可
を付与

読み込み
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アクション

説明

AWS Organizations エンティ
GenerateOrganizationsAccessReport
ティのアクセスレポートを生成
するアクセス許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

読み込み

organizations:DescribePo

accessreport* (p. 1058)

organizations:ListChildren
organizations:ListParents

organizations:ListPoliciesF
organizations:ListRoots

organizations:ListTargetsF
iam:OrganizationsPolicyId (p. 1059)
IAM リソースのサービスの最終
GenerateServiceLastAccessedDetails
アクセス時間データレポートを
生成する許可を付与

読み込み

group* (p. 1058)
policy* (p. 1058)
role* (p. 1058)
user* (p. 1058)

指定されたアクセスキーの最後
GetAccessKeyLastUsed
の使用時の情報を取得する許可
を付与

読み込み

AWS アカウント 内のすべての
GetAccountAuthorizationDetails
IAM ユーザー、グループ、ロー
ル、ポリシーの情報を、相互の
関係を含めて取得するアクセス
許可を付与

読み込み

AWS アカウント のパスワードポ
GetAccountPasswordPolicy
リシーを取得するアクセス許可
を付与

読み込み

AWS アカウント 内での IAM エ
GetAccountSummary
ンティティの使用状況と IAM
クォータに関する情報を取得す
るアクセス許可を付与

リスト

指定されたポリシーで参照され
GetContextKeysForCustomPolicy
ているコンテキストキーのすべ
てのリストを取得する許可を付
与

読み込み

指定された IAM アイデンティ
GetContextKeysForPrincipalPolicy
ティ (ユーザー、グループ、ロー
ル) にアタッチされているすべて
の IAM ポリシーで参照される、
すべてのコンテキストキーのリ
ストを取得する許可を付与

読み込み

AWS アカウント の認証情報レ
GetCredentialReport
ポートを取得するアクセス許可
を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetGroup

指定された IAM グループで IAM
ユーザーのリストを取得する許
可を付与

読み込み

group* (p. 1058)

指定の IAM グループに埋め込ま
GetGroupPolicy れたインラインポリシードキュ
メントを取得する許可を付与

読み込み

group* (p. 1058)

指定されたインスタンスプ
GetInstanceProfileロファイルについて、イン
スタンスプロファイルのパ
ス、GUID、ARN、ロールといっ
た情報を取得するアクセス許可
を付与

読み込み

instanceprofile* (p. 1058)

リスト

user* (p. 1058)

IAM の指定された OpenID
GetOpenIDConnectProvider
Connect (OIDC) プロバイダーリ
ソースに関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

oidcprovider* (p. 1058)

AWS Organizations アクセスレ
GetOrganizationsAccessReport
ポートを取得するアクセス許可
を付与

読み込み

GetPolicy

指定された管理ポリシーについ
て、そのポリシーのデフォルト
バージョン、そのポリシーがア
タッチされているアイデンティ
ティの総数といった情報を取得
するアクセス許可を付与

読み込み

policy* (p. 1058)

指定の管理ポリシーのバージョ
GetPolicyVersion ンについて、ポリシードキュメ
ントなどの情報を取得する許可
を付与

読み込み

policy* (p. 1058)

GetRole

指定されたロールについて、そ
のロールのパス、GUID、ARN、
そのロールの信頼ポリシーと
いった情報を取得するアクセス
許可を付与

読み込み

role* (p. 1058)

GetRolePolicy

指定の IAM ロールに埋め込まれ
たインラインポリシードキュメ
ントを取得する許可を付与

読み込み

role* (p. 1058)

GetLoginProfile

指定された IAM ユーザーのユー
ザー名とパスワードの作成日を
取得する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

IAM SAML プロバイダーリソー
GetSAMLProviderスオブジェクトの作成時または
更新時にアップロードされた
SAML プロバイダーメタデータ
ドキュメントを取得するアクセ
ス許可を付与

読み込み

samlprovider* (p. 1058)

指定された SSH パブリックキー
GetSSHPublicKeyを、そのキーに関するメタデー
タを含めて取得する許可を付与

読み込み

user* (p. 1058)

IAM に保存されている指定の
GetServerCertificate
サーバー証明書に関する情報を
取得する許可を付与

読み込み

servercertificate* (p. 1058)

サービスの最終アクセス時間
GetServiceLastAccessedDetails
データレポートに関する情報を
取得する許可を付与

読み込み

サービスの最終アクセス時間
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
データレポートからのエンティ
ティに関する情報を取得する許
可を付与

読み込み

IAM サービスにリンクされた
GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
ロールの削除ステータスを取得
する許可を付与

読み込み

role* (p. 1058)

GetUser

この例では、ユーザーの作成
日、パス、一意の ID、ARN を含
む、指定された IAM ユーザーに
関する情報を取得するアクセス
許可を付与

読み込み

user* (p. 1058)

GetUserPolicy

指定の IAM ユーザーに埋め込ま
れたインラインポリシードキュ
メントを取得する許可を付与

読み込み

user* (p. 1058)

指定の IAM ユーザーに関連付け
ListAccessKeys られたアクセスキー ID に関する
情報を一覧表示する許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

AWS アカウント に関連付けられ
ListAccountAliasesているアカウントエイリアスを
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

指定された IAM グループにア
ListAttachedGroupPolicies
タッチされている管理ポリシー
を一覧表示する許可を付与

リスト

group* (p. 1058)

指定された IAM ロールにアタッ
ListAttachedRolePolicies
チされている管理ポリシーを一
覧表示する許可を付与

リスト

role* (p. 1058)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された IAM ユーザーにア
ListAttachedUserPolicies
タッチされている管理ポリシー
を一覧表示する許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

指定した管理ポリシーがアタッ
ListEntitiesForPolicy
チされているすべての IAM アイ
デンティティをリストする許可
を付与

リスト

policy* (p. 1058)

指定された IAM グループに埋
ListGroupPolicies め込まれているインラインポリ
シーの名前を一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

group* (p. 1058)

ListGroups

指定されたパスのプレフィック
スを持つ IAM グループを一覧表
示する許可を付与

リスト

指定された IAM ユーザーが属す
ListGroupsForUser
る IAM グループを一覧表示する
許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

指定されたインスタンスプロ
ListInstanceProfileTags
ファイルにアタッチされている
タグを一覧表示する許可を付与

リスト

instanceprofile* (p. 1058)

指定されたパスのプレフィック
ListInstanceProfiles
スを持つインスタンスプロファ
イルを一覧表示する許可を付与

リスト

instanceprofile* (p. 1058)

指定された IAM ロールが関連付
ListInstanceProfilesForRole
けられているインスタンスプロ
ファイルを一覧表示する許可を
付与

リスト

role* (p. 1058)

指定された仮想 MFA デバイスに
ListMFADeviceTags
アタッチされているタグを一覧
表示する許可を付与

リスト

mfa* (p. 1058)

IAM ユーザーの MFA デバイスを
ListMFADevices 一覧表示する許可を付与

リスト

user (p. 1058)

指定された OpenID Connect プ
ListOpenIDConnectProviderTags
ロバイダーにアタッチされてい
るタグを一覧表示する許可を付
与

リスト

oidcprovider* (p. 1058)

AWS アカウント で定義されてい
ListOpenIDConnectProviders
る IAM OpenID Connect (OIDC)
プロバイダーリソースオブジェ
クトの情報を一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

ListPolicies

リスト

すべての管理ポリシーを一覧表
示する許可を付与

1051

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Identity And Access Management

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

エンティティに特定のサービス
ListPoliciesGrantingServiceAccess
へのアクセスを付与ポリシーに
関する情報をリストする許可を
付与

リスト

ListPolicyTags

指定された管理ポリシーにア
タッチされているタグを一覧表
示する許可を付与

リスト

policy* (p. 1058)

ポリシーのデフォルトバージョ
ListPolicyVersionsンとして設定されているバー
ジョンを含め、指定された管理
ポリシーのバージョンに関する
情報を一覧表示するアクセス許
可を付与

リスト

policy* (p. 1058)

指定された IAM ロールに埋め込
ListRolePolicies まれているインラインポリシー
の名前を一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

role* (p. 1058)

ListRoleTags

指定された IAM ロールにアタッ
チされているタグを一覧表示す
る許可を付与

リスト

role* (p. 1058)

ListRoles

指定されたパスのプレフィック
スを持つ IAM ロールを一覧表示
する許可を付与

リスト

指定された SAML プロバイダー
ListSAMLProviderTags
にアタッチされているタグを一
覧表示する許可を付与

リスト

IAM で SAML プロバイダーリ
ListSAMLProviders
ソースを一覧表示する許可を付
与

リスト

指定された IAM ユーザーに関連
ListSSHPublicKeys
付けられた SSH パブリックキー
に関する情報を一覧表示する許
可を付与

リスト

user* (p. 1058)

指定されたサーバー証明書にア
ListServerCertificateTags
タッチされているタグを一覧表
示する許可を付与

リスト

servercertificate* (p. 1058)

指定されたパスのプレフィック
ListServerCertificates
スを持つサーバー証明書を一覧
表示する許可を付与

リスト

指定された IAM ユーザーに関連
ListServiceSpecificCredentials
付けられたサービス固有の認証
情報に関する情報を一覧表示す
る許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定の IAM ユーザーに関連付け
ListSigningCertificates
られているデジタル署名用証明
書に関する情報を一覧表示する
許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーに埋
ListUserPolicies め込まれているインラインポリ
シーの名前を一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

ListUserTags

指定された IAM ユーザーにア
タッチされているタグを一覧表
示する許可を付与

リスト

user* (p. 1058)

ListUsers

指定されたパスのプレフィック
スを持つ IAM ユーザーを一覧表
示する許可を付与

リスト

割り当てステータスにより仮想
ListVirtualMFADevices
MFA デバイスを一覧表示する許
可を付与

リスト

PassRole [ア
クセス許可の
み]

書き込み

サービスにロールを渡すアクセ
ス許可を付与

依存アク
ション

role* (p. 1058)
iam:AssociatedResourceArn (p. 1059)
iam:PassedToService (p. 1059)

指定の IAM グループに埋め込ま
PutGroupPolicy れたインラインポリシードキュ
メントを作成または更新する許
可を付与

Permissions group* (p. 1058)
management

ロールのアクセス許可境界とし
PutRolePermissionsBoundary
て管理ポリシーを設定する許可
を付与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

PutRolePolicy

指定の IAM ロールに埋め込まれ
たインラインポリシードキュメ
ントを作成または更新する許可
を付与

Permissions role* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

IAM ユーザーのアクセス許可境
PutUserPermissionsBoundary
界として管理ポリシーを設定す
る許可を付与

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

PutUserPolicy

Permissions user* (p. 1058)
management
iam:PermissionsBoundary (p. 1059)

指定の IAM ユーザーに埋め込ま
れたインラインポリシードキュ
メントを作成または更新する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された IAM OpenID
書き込み
RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
Connect(OIDC) プロバイダーリ
ソースにあるクライアント ID の
リストからクライアント ID (閲覧
者) を削除する許可を付与

oidcprovider* (p. 1058)

指定の EC2 インスタンスプロ
RemoveRoleFromInstanceProfile
ファイルから指定の IAM ロール
を削除する許可を付与

書き込み

instanceprofile* (p. 1058)

指定されたグループから IAM
RemoveUserFromGroup
ユーザーを削除する許可を付与

書き込み

group* (p. 1058)

IAM ユーザー用のサービス固有
ResetServiceSpecificCredential
の認証情報について、パスワー
ドをリセットする許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

指定された MFA デバイスをその
ResyncMFADevice
IAM エンティティ (ユーザーまた
はロール) に同期させるアクセス
許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

指定されたポリシーの指定され
SetDefaultPolicyVersion
たバージョンを、ポリシーのデ
フォルトバージョンとして設定
する許可を付与

Permissions policy* (p. 1058)
management

STS グローバルエンドポイント
SetSecurityTokenServicePreferences
のトークンバージョンを設定す
る許可を付与

書き込み

アイデンティティベースのポリ
SimulateCustomPolicy
シーまたはリソースベースのポ
リシーが、特定の API オペレー
ションおよびリソースのアクセ
ス許可を提供するかどうかをシ
ミュレートする許可を付与

読み込み

指定された IAM エンティティ
読み込み
SimulatePrincipalPolicy
(ユーザーまたはロール) にアタッ
チされているアイデンティティ
ベースのポリシーが、特定の API
オペレーションおよびリソース
のアクセス許可を提供するかど
うかをシミュレートする許可を
付与

group (p. 1058)

インスタンスプロファイルにタ
TagInstanceProfileグを追加する許可を付与

instanceprofile* (p. 1058)

タグ付け

依存アク
ション

role (p. 1058)
user (p. 1058)

aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagMFADevice

仮想 MFA デバイスにタグを追加
する許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

mfa* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

OpenID Connect プロバイダーに
TagOpenIDConnectProvider
タグを追加する許可を付与

タグ付け

oidcprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

TagPolicy

管理ポリシーにタグを追加する
許可を付与

タグ付け

policy* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

TagRole

IAM ロールにタグを追加する許
可を付与。

タグ付け

role* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

SAML プロバイダーにタグを追
TagSAMLProvider加する許可を付与

タグ付け

samlprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

サーバー証明書にタグを追加す
TagServerCertificate
る許可を付与

タグ付け

servercertificate* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

TagUser

IAM ユーザーにタグを追加する
許可を付与。

タグ付け

user* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

インスタンスプロファイルから
UntagInstanceProfile
指定したタグを削除する許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

仮想 MFA デバイスから指定した
UntagMFADevice タグを削除する許可を付与

タグ付け

指定されたタグを OpenID
UntagOpenIDConnectProvider
Connect プロバイダーから削除
する許可を付与

タグ付け

UntagPolicy

管理ポリシーから指定したタグ
を削除する許可を付与

タグ付け

ロールから指定したタグを削除
する許可を付与

タグ付け

SAML プロバイダーから指定し
UntagSAMLProvider
たタグを削除する許可を付与

タグ付け

UntagRole

依存アク
ション

mfa* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
oidcprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
policy* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
role* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)
samlprovider* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)

サーバー証明書から指定したタ
UntagServerCertificate
グを削除する許可を付与

タグ付け

servercertificate* (p. 1058)
aws:TagKeys (p. 1059)

UntagUser

ユーザーから指定したタグを削
除する許可を付与

タグ付け

指定されたアクセスキーステー
UpdateAccessKeyタスをアクティブまたは非アク
ティブとして更新するアクセス
許可を付与

書き込み

AWS アカウント のパスワードポ
UpdateAccountPasswordPolicy
リシー設定を更新するアクセス
許可を付与

書き込み

IAM エンティティにロールを継
UpdateAssumeRolePolicy
承する権限を与えるポリシーを
更新する許可を付与

Permissions role* (p. 1058)
management

UpdateGroup

指定された IAM グループの名前
またはパスを更新する許可を付
与

書き込み

group* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーのパス
UpdateLoginProfile
ワードを変更する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

aws:TagKeys (p. 1059)

OpenID Connect(OIDC) プロバイ 書き込み
UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint
ダーリソースに関連付けられて
いるサーバー証明書のサムプリ
ントのリスト全体を更新する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateRole

ロールの説明または最大セッ
ション継続時間の設定を更新す
る許可を付与

書き込み

role* (p. 1058)

ロールの説明のみを更新する許
UpdateRoleDescription
可を付与

書き込み

role* (p. 1058)

既存の SAML プロバイダーリ
UpdateSAMLProvider
ソースのメタデータドキュメン
トを更新する許可を付与

書き込み

samlprovider* (p. 1058)

IAM ユーザーの SSH パブリック
UpdateSSHPublicKey
キーのステータスをアクティブ
または非アクティブに更新する
許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

IAM に保存されている指定の
UpdateServerCertificate
サーバー証明書の名前やパスを
更新する許可を付与

書き込み

servercertificate* (p. 1058)

IAM ユーザーに対し、サービス
UpdateServiceSpecificCredential
固有の認証情報のステータスを
アクティブまたは非アクティブ
に更新するアクセス許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

指定されたユーザー署名証明書
UpdateSigningCertificate
のステータスを有効または無効
に更新する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

UpdateUser

書き込み

user* (p. 1058)

指定された IAM ユーザーに関連
UploadSSHPublicKey
付けられた SSH パブリックキー
を更新する許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

AWS アカウント 用のサーバー証
UploadServerCertificate
明書エンティティをアップロー
ドするアクセス許可を付与

書き込み

servercertificate* (p. 1058)

指定された &IAM; ユーザーの名
前またはパスを更新する許可を
付与

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1059)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1059)

X.509 デジタル署名用証明書を
UploadSigningCertificate
アップロードし、指定の IAM
ユーザーに関連付けるアクセス
許可を付与

書き込み

user* (p. 1058)

Identity And Access Management で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1043)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

access-report

arn:${Partition}:iam::${Account}:accessreport/${EntityPath}

assumed-role

arn:${Partition}:iam::${Account}:assumedrole/${RoleName}/${RoleSessionName}

federated-user

arn:${Partition}:iam::${Account}:federateduser/${UserName}

group

arn:${Partition}:iam::${Account}:group/
${GroupNameWithPath}

instanceprofile

arn:${Partition}:iam::${Account}:instanceprofile/${InstanceProfileNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

mfa

arn:${Partition}:iam::${Account}:mfa/
${MfaTokenIdWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

oidc-provider

arn:${Partition}:iam::${Account}:oidcprovider/${OidcProviderName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

policy

arn:${Partition}:iam::${Account}:policy/
${PolicyNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

role

arn:${Partition}:iam::${Account}:role/
${RoleNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)
iam:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

saml-provider

arn:${Partition}:iam::${Account}:samlprovider/${SamlProviderName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

servercertificate

arn:${Partition}:iam::${Account}:servercertificate/${CertificateNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

sms-mfa

arn:${Partition}:iam::${Account}:sms-mfa/
${MfaTokenIdWithPath}

user

arn:${Partition}:iam::${Account}:user/
${UserNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)
iam:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1059)

Identity And Access Management の条件キー
Identity And Access Management は、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

このロールがアタッチされている AWS のサービスでアクセ
iam:AWSServiceName
スをフィルタリングします

文字列

ロールが代わりに使用するリソースに基づいてフィルタ処理
iam:AssociatedResourceArn
する

ARN

AWS Organizations ポリシーの ID でアクセスをフィルタリン
iam:OrganizationsPolicyId
グします

文字列

このロールが渡される AWS のサービスでアクセスをフィル
iam:PassedToServiceタリングします

文字列

指定されたポリシーが、IAM エンティティ (ユーザーまたは
文字列
iam:PermissionsBoundary
ロール) でアクセス許可の境界として設定されているかどうか
によりアクセスをフィルタリングします。
iam:PolicyARN

IAM ポリシーの ARN によるアクセスをフィルタリングしま
す。

ARN

iam:ResourceTag/
${TagKey}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にアタッチされた
タグによるアクセスをフィルタリングする

文字列

AWS Identity and Access Management Roles
Anywhere のアクション、リソース、条件キー
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (サービスプレフィックス: 「rolesanywhere」)
は、IAM 許可ポリシーで使用する次のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーを提
供します。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Identity And Access Management Roles Anywhere で定義されるアクション (p. 1060)
• AWS Identity And Access Management Roles Anywhere で定義されたリソースタイプ (p. 1062)
• AWS Identity and Access Management Roles Anywhere の条件キー (p. 1062)
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AWS Identity And Access Management Roles Anywhere で定義
されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateProfile

プロファイルを作成する許可の
付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1063)
aws:TagKeys (p. 1063)

トラストアンカーを作成する許
CreateTrustAnchor
可の付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1063)
aws:TagKeys (p. 1063)

DeleteCrl

証明書失効リスト (crl) を削除す
る許可の付与

書き込み

DeleteProfile

プロファイルを削除する権限を
付与します

書き込み

トラストアンカーを削除する許
DeleteTrustAnchor可の付与

書き込み

DisableCrl

証明書失効リスト (crl) を無効に
する許可の付与

書き込み

DisableProfile

プロファイルを無効にする許可
の付与

書き込み

トラストアンカーを無効にする
DisableTrustAnchor
許可の付与

書き込み

EnableCrl

証明書失効リスト (crl) を有効に
する許可の付与

書き込み

EnableProfile

プロファイルを有効にする許可
の付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トラストアンカーを有効にする
EnableTrustAnchor
許可の付与

書き込み

GetCrl

証明書失効リスト (crl) を取得す
る許可の付与

読み取り

GetProfile

プロファイルを取得する許可の
付与

読み取り

GetSubject

件名を取得する許可の付与

読み取り

トラストアンカーを取得する許
GetTrustAnchor 可の付与

読み取り

ImportCrl

書き込み

証明書失効リスト (crl) をイン
ポートする許可の付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1063)
aws:TagKeys (p. 1063)

ListCrls

証明書失効リスト (crls) を一覧表
示する許可の付与

リスト

ListProfiles

プロファイルを一覧表示する許
可の付与

リスト

ListSubjects

件名を一覧表示する許可の付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

リスト

トラストアンカーを一覧表示す
ListTrustAnchors る許可の付与

リスト

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します

crl (p. 1062)
profile (p. 1062)
subject (p. 1062)
trustanchor (p. 1062)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1063)
aws:TagKeys (p. 1063)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

crl (p. 1062)
profile (p. 1062)
subject (p. 1062)
trustanchor (p. 1062)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1063)
aws:TagKeys (p. 1063)
UpdateCrl

証明書失効リスト (crl) を更新す
る許可の付与

書き込み

UpdateProfile

プロファイルを更新する許可の
付与

書き込み

トラストアンカーを更新する許
UpdateTrustAnchor
可の付与

書き込み

AWS Identity And Access Management Roles Anywhere で定義
されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1060)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

trust-anchor

arn:${Partition}:rolesanywhere::
${Account}:trust-anchor/${TrustAnchorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1063)

profile

arn:${Partition}:rolesanywhere::
${Account}:profile/${ProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1063)

subject

arn:${Partition}:rolesanywhere::
${Account}:subject/${SubjectId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1063)

crl

arn:${Partition}:rolesanywhere::
${Account}:crl/${CrlId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1063)

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere の条件
キー
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere は、IAM ポリシーの 「Condition」 要素で使用
できる次の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件
をさらに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してく
ださい。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Identity Store のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Identity Store (サービスプレフィックス: identitystore) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Identity Store で定義されるアクション (p. 1063)
• AWS Identity Store で定義されるリソースタイプ (p. 1065)
• AWS Identity Store の条件キー (p. 1066)

AWS Identity Store で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateGroup

指定された IdentityStore にグ
ループを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

Identitystore* (p. 1065)

指定された IdentityStore 内のグ
CreateGroupMembership
ループにメンバーを作成するア
クセス許可を付与

書き込み

Group* (p. 1066)

依存アク
ション

Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

CreateUser

指定された IdentityStore にユー
ザーを作成するアクセス許可を
付与

書き込み

Identitystore* (p. 1065)

DeleteGroup

指定された IdentityStore 内のグ
ループを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

Group* (p. 1066)

指定された IdentityStore 内のグ
DeleteGroupMembership
ループに属するメンバーを削除
するアクセス許可を付与

書き込み

Identitystore* (p. 1065)
Group* (p. 1066)
GroupMembership* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

DeleteUser

指定された IdentityStore 内の
ユーザーを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

DescribeGroup 指定された IdentityStore 内のグ
ループに関する情報を取得する
アクセス許可を付与

読み取り

指定された IdentityStore 内のグ
DescribeGroupMembership
ループに属するメンバーに関す
る情報を取得するアクセス許可
を付与

読み取り

Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)
Group* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
Group* (p. 1066)
GroupMembership* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

DescribeUser

指定された IdentityStore 内の
ユーザーに関する情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み取り

指定した IdentityStore 内のグ
ループに関する ID 情報を取得す
るアクセス許可を付与

読み取り

指定された IdentityStore 内のグ
GetGroupMembershipId
ループに属するメンバーの ID 情
報を取得するアクセス許可を付
与

読み取り

GetGroupId

Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)
Group* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
Group* (p. 1066)
GroupMembership* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetUserId

指定された IdentityStore 内の
ユーザーに関する ID 情報を取得
するアクセス許可を付与

読み取り

依存アク
ション

Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

メンバーが、指定された
読み取り
IsMemberInGroups
IdentityStore 内のグループに属す
るかどうかを確認するアクセス
許可を付与

AllGroupMemberships* (p. 1066)
Group* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

指定された IdentityStore 内の
ListGroupMemberships
グループに属するすべてのメン
バーを取得するアクセス許可を
付与

リスト

指定された IdentityStore 内の
ListGroupMembershipsForMember
ターゲットメンバーのグループ
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

ListGroups

指定された IdentityStore 内のグ
ループを検索するアクセス許可
を付与

リスト

指定された IdentityStore 内の
ユーザーを検索するアクセス許
可を付与

リスト

指定された IdentityStore 内のグ
ループに関する情報を更新する
アクセス許可を付与

書き込み

指定された IdentityStore 内の
ユーザー情報を更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

ListUsers

UpdateGroup

UpdateUser

AllGroupMemberships* (p. 1066)
Group* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
AllGroupMemberships* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)
AllGroups* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
AllUsers* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
Group* (p. 1066)
Identitystore* (p. 1065)
Identitystore* (p. 1065)
User* (p. 1066)

AWS Identity Store で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1063)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
Identitystore

条件キー

arn:${Partition}:identitystore::
${Account}:identitystore/${IdentityStoreId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

User

arn:${Partition}:identitystore:::user/
${UserId}

Group

arn:${Partition}:identitystore:::group/
${GroupId}

arn:${Partition}:identitystore:::membership/
GroupMembership${MembershipId}
AllUsers

arn:${Partition}:identitystore:::user/*

AllGroups

arn:${Partition}:identitystore:::group/*

arn:${Partition}:identitystore:::membership/
AllGroupMemberships
*

AWS Identity Store の条件キー
Identity Store には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Identity Sync のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Identity Sync (サービスプレフィックス: identity-sync) では、IAM 許可ポリシーで使用できるよ
うに、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Identity Sync で定義されるアクション (p. 1066)
• AWS Identity Sync で定義されるリソースタイプ (p. 1067)
• AWS Identity Sync の条件キー (p. 1068)

AWS Identity Sync で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

同期プロファイルで同期フィル
CreateSyncFilter ターを作成するアクセス許可を
付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

ID ソースの同期プロファイルを
CreateSyncProfile作成する許可を付与

書き込み

ID ソースの同期ターゲットを作
CreateSyncTarget成する許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

同期プロファイルから同期フィ
DeleteSyncFilter ルターを削除する許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

ソースから同期プロファイルを
DeleteSyncProfile削除する許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)
ds:UnauthorizeApplication

ソースから同期ターゲットを削
DeleteSyncTarget除する許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

GetSyncProfile 同期プロファイル名を使用して
同期プロファイルを取得する許
可を付与

読み取り

SyncProfileResource* (p. 1068)

GetSyncTarget 同期プロファイルから同期ター
ゲットを取得する許可を付与

読み取り

SyncProfileResource* (p. 1068)

ListSyncFilters

同期プロファイルから同期フィ
ルターを一覧表示する許可を付
与

リスト

SyncProfileResource* (p. 1068)

StartSync

同期プロセスを開始または以前
一時停止した同期プロセスを再
開する許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

StopSync

同期スケジュール内の計画され
た同期プロセスの開始を停止す
る許可を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

同期プロファイルの同期ター
UpdateSyncTargetゲットを更新するアクセス許可
を付与

書き込み

SyncProfileResource* (p. 1068)

ds:AuthorizeApplication

SyncTargetResource* (p. 1068)

SyncTargetResource* (p. 1068)

SyncTargetResource* (p. 1068)

AWS Identity Sync で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1066)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:identity-sync:${Region}:
SyncProfileResource
${Account}:profile/${SyncProfileName}
arn:${Partition}:identity-sync:${Region}:
SyncTargetResource
${Account}:target/${SyncProfileName}/
${SyncTargetName}

AWS Identity Sync の条件キー
Identity Sync には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Import Export Disk Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Import Export Disk Service (サービスプレフィックス: importexport) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Import Export Disk Service で定義されるアクション (p. 1068)
• AWS Import Export Disk Service で定義されるリソースタイプ (p. 1069)
• AWS Import Export Disk Service の条件キー (p. 1069)

AWS Import Export Disk Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelJob

このアクションは指定された
ジョブをキャンセルします。
ジョブの所有者のみがキャンセ
ルできます。ジョブがすでに開
始されている場合や完了してい
る場合は、アクションは失敗し
ます。

Write

CreateJob

このアクションは、データの
アップロードまたはダウンロー
ドをスケジュールするプロセス
を開始します。

Write

このアクションは、処理のため
GetShippingLabelに AWS にデバイスを発送する際
に使用する前払い配送ラベルを
生成します。

Read

GetStatus

このアクションは、ジョブが一
連のプロセスのどの段階にあ
るか、結果のステータス、ジョ
ブに関連付けられた署名値を含
む、ジョブに関する情報を返し
ます。

Read

ListJobs

このアクションは、リクエスタ
に関連付けられたジョブを返し
ます。

リスト

UpdateJob

このアクションを使用して、新
しいマニフェストファイルを提
供し元のマニフェストファイル
で指定されているパラメータを
変更できます。

Write

依存アク
ション

AWS Import Export Disk Service で定義されるリソースタイプ
AWS Import Export Disk Service は、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートしていません。AWS Import Export Disk Service へのアクセスを許可するには、ポリ
シーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Import Export Disk Service の条件キー
Import/Export には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Amazon Inspector のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Inspector (サービスプレフィックス: inspector) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Inspector で定義されるアクション (p. 1070)
• Amazon Inspector で定義されるリソースタイプ (p. 1074)
• Amazon Inspector の条件キー (p. 1074)

Amazon Inspector で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検出結果の ARN によって指定さ
AddAttributesToFindings
れている検出結果に属性 (キーと
値のペア) を割り当てるためのア
クセス許可を付与

Write

CreateResourceGroup によって
CreateAssessmentTarget
生成されているリソースグルー
プの ARN を使用して、新しい評
価ターゲットを作成する許可を
付与

Write

評価ターゲットの ARN によって
CreateAssessmentTemplate
指定されている評価ターゲット

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

の評価テンプレートを作成する
許可を付与
指定された評価テンプレートの
CreateExclusionsPreview
除外プレビューの生成を開始す
る許可を付与

Write

Amazon Inspector の評価ター
CreateResourceGroup
ゲットに含まれる EC2 インスタ
ンスの選択に使用される、指定
されたタグセット (キーと値のペ
ア) を使用してリソースグループ
を作成する許可を付与

Write

評価の実行の ARN によって指定
DeleteAssessmentRun
されている評価の実行を削除す
る許可を付与

Write

評価ターゲットの ARN によって
DeleteAssessmentTarget
指定されている評価ターゲット
を削除する許可を付与

Write

評価テンプレートの ARN によっ
DeleteAssessmentTemplate
て指定されている評価テンプ
レートを削除する許可を付与

Write

評価の実行の ARN によって指定
DescribeAssessmentRuns
されている評価の実行を記述す
る許可を付与

Read

評価ターゲットの ARN によって
DescribeAssessmentTargets
指定されている評価ターゲット
を記述する許可を付与

Read

評価テンプレートの ARN によっ
DescribeAssessmentTemplates
て指定されている評価テンプ
レートを記述する許可を付与

Read

Amazon Inspector が AWS アカ
DescribeCrossAccountAccessRole
ウント にアクセスできるように
する IAM ロールを記述するアク
セス許可を付与

Read

除外の ARN によって指定されて
DescribeExclusions
いる除外を記述する許可を付与

Read

検出結果の ARN によって指定さ
DescribeFindings れている検出結果を記述する許
可を付与

Read

リソースグループの ARN によっ
DescribeResourceGroups
て指定されているリソースグ
ループを記述する許可を付与

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルールパッケージの ARN によっ
DescribeRulesPackages
て指定されているルールパッ
ケージを記述する許可を付与

Read

指定された評価の実行の詳細
GetAssessmentReport
かつ包括的な結果を含む評価レ
ポートを作成する許可を付与

Read

プレビュートークンによって指
GetExclusionsPreview
定されている除外プレビュー
(ExclusionPreview オブジェクト
のリスト) を取得する許可を付与

Read

指定された評価の実行用に収集
GetTelemetryMetadata
されているデータに関する情報
を取得する許可を付与

Read

評価の実行の ARN によって指
ListAssessmentRunAgents
定されている評価の実行のエー
ジェントを一覧表示する許可を
付与

リスト

評価テンプレートの ARN によっ
ListAssessmentRuns
て指定されている評価テンプ
レートに対応する評価の実行を
一覧表示する許可を付与

リスト

この AWS アカウント 内の評価
ListAssessmentTargets
ターゲットの ARN を一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

評価ターゲットの ARN によって
ListAssessmentTemplates
指定されている評価ターゲット
に対応する評価テンプレートを
一覧表示する許可を付与

リスト

評価テンプレートの ARN によっ
ListEventSubscriptions
て指定されている評価テンプ
レートのすべてのイベントサブ
スクリプションを一覧表示する
許可を付与

リスト

ListExclusions

評価の実行によって生成された
除外を一覧表示する許可を付与

リスト

ListFindings

評価の実行の ARN によって指定
されている評価の実行によって
生成された結果を一覧表示する
許可を付与

リスト

利用可能な Amazon Inspector
ListRulesPackages
ルールパッケージを一覧表示す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

評価テンプレートに関連付けら
ListTagsForResource
れたすべてのタグを一覧表示す
る許可を付与

Read

PreviewAgents 指定された評価ターゲットの一
部である EC2 インスタンスにイ
ンストールされているエージェ
ントをプレビューする許可を付
与

Read

評価の実行の開始時または
Write
RegisterCrossAccountAccessRole
PreviewAgents アクションを呼び
出す際に Amazon Inspector によ
る EC2 インスタンスの一覧表示
に使用される IAM ロールを登録
する許可を付与
指定されたキーを持つ属性が存
RemoveAttributesFromFindings
在する検索結果の ARN によって
指定されている検索結果から属
性全体 (キーと値のペア) を削除
する許可を付与

Write

タグ (キーと値のペア) を評価テ
SetTagsForResource
ンプレートの ARN によって指定
されている評価テンプレートに
設定する許可を付与

タグ付け

評価テンプレートの ARN によっ
StartAssessmentRun
て指定されている評価の実行を
開始する許可を付与

Write

評価の実行の ARN によって指定
StopAssessmentRun
されている評価の実行を停止す
る許可を付与

Write

指定されたイベントに関する
SubscribeToEventAmazon Simple Notification
Service (SNS) 通知を指定された
SNS トピックに送信するプロセ
スを有効にする許可を付与

Write

指定されたイベントに関する
UnsubscribeFromEvent
Amazon Simple Notification
Service (SNS) 通知を指定された
SNS トピックに送信するプロセ
スを無効にする許可を付与

Write

評価ターゲットの ARN によって
UpdateAssessmentTarget
指定されている評価ターゲット
を更新する許可を付与

Write
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Amazon Inspector で定義されるリソースタイプ
Amazon Inspector では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサ
ポートされていません。Amazon Inspector へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*”
を指定します。

Amazon Inspector の条件キー
Inspector には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Inspector2 のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Inspector2(サービスプレフィックス: inspector2) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Inspector2 で定義されるアクション (p. 1074)
• Amazon Inspector2によって定義されるリソースタイプ (p. 1077)
• Amazon Inspector2 の条件キー (p. 1077)

Amazon Inspector2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントを Amazon Inspector
AssociateMember管理者アカウントに関連付ける
アクセス許可を付与します。

書き込み

アカウントの Amazon Inspector
BatchGetAccountStatus
アカウントに関する情報を取
得するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

アカウントの Amazon Inspector
BatchGetFreeTrialInfo
アカウントに関する無料トライ
アル期間の資格を取得する権限
を付与します。

読み取り

調査結果レポートの生成をキャ
CancelFindingsReport
ンセルするアクセス許可を付与
します。

書き込み

CreateFilter

書き込み

結果フィルターの設定を作成お
よび定義する許可を付与

依存アク
ション

Filter* (p. 1077)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1078)
aws:TagKeys (p. 1078)

調査結果レポートの生成を要求
CreateFindingsReport
する権限を付与します。

書き込み

DeleteFilter

結果フィルターを削除する許可
を付与

書き込み

AWS 組織の Amazon Inspector
DescribeOrganizationConfiguration
構成設定に関する情報を取得す
る許可を付与します。

読み取り

Disable

書き込み

Amazon Inspector アカウントを
無効にするアクセス許可を付与
します。

AWS 組織の Amazon Inspector
DisableDelegatedAdminAccount
の委任管理者としてアカウン
トを無効にする許可を付与しま
す。

書き込み

Amazon Inspector 管理者アカウ
DisassociateMember
ントに Inspector メンバーアカウ
ントとの関連付けを解除する許
可を付与します。

書き込み

Enable

書き込み

新しい Amazon Inspector アカウ
ントの設定を有効にして指定す
るためのアクセス許可を付与し
ます。

AWS 組織の Amazon Inspector
EnableDelegatedAdminAccount
の委任管理者としてアカウン
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トを有効にする許可を付与しま
す。
Amazon Inspector 管理者アカウ
GetDelegatedAdminAccount
ントに関する情報を取得するア
クセス許可をアカウントに付与
します。

読み取り

リクエストされた結果レポート
GetFindingsReportStatus
のステータスを取得するアクセ
ス許可を付与します。

読み取り

GetMember

読み取り

Amazon Inspector 管理者アカウ
ントに関連付けられているアカ
ウントに関する情報を取得する
許可を付与します。

組織内の Amazon Inspector アカ
ListAccountPermissions
ウントに関連付けられている機
能設定アクセス許可を取得する
アクセス許可を付与します

リスト

ListCoverage

Amazon Inspector がリソースイ
ンスペクターモニターに対して
生成できる統計情報のタイプを
取得する権限を付与します。

リスト

Amazon Inspector がモニターす
ListCoverageStatistics
るリソースに関する統計データ
およびその他の情報を取得する
許可を付与します。

リスト

組織の委任された Amazon
ListDelegatedAdminAccounts
Inspector 管理者アカウントに関
する情報を取得する許可を付与
します。AWS

リスト

ListFilters

リスト

すべての結果フィルターに関す
る情報を取得する許可を付与

Amazon Inspector の調査結果に
ListFindingAggregations
関する統計データおよびその他
の情報を取得するアクセス許可
を付与します。

リスト

ListFindings

1 つ以上の結果に関する情報のサ
ブセットを取得する許可を付与

リスト

ListMembers

Inspector 管理者アカウントに
関連付けられている Amazon
Inspector メンバーアカウントに
関する情報を取得する許可を付
与します。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Inspector リソースの
ListTagsForResource
タグを取得する許可を付与しま
す。

読み取り

アカウントの集計使用状況デー
ListUsageTotals タを取得する許可を付与

リスト

TagResource

タグ付け

Amazon Inspector リソースのタ
グを追加もしくは更新する許可
を付与します。

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1078)
aws:TagKeys (p. 1078)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1078)

Amazon Inspectorリソースから
UntagResource タグを削除するためのアクセス
許可を付与します。

タグ付け

UpdateFilter

書き込み

結果フィルターの設定を更新す
る許可を付与

aws:TagKeys (p. 1078)

Filter* (p. 1077)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1078)
aws:TagKeys (p. 1078)

組織の Amazon Inspector 構成
UpdateOrganizationConfiguration
設定を更新する許可を付与しま
す。AWS

書き込み

Amazon Inspector2によって定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1074)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Filter

arn:${Partition}:inspector2:${Region}:
${Account}:owner/${OwnerId}/filter/
${FilterId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1078)

Finding

arn:${Partition}:inspector2:${Region}:
${Account}:finding/${FindingId}

Amazon Inspector2 の条件キー
Amazon Inspector2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Interactive Video Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Interactive Video Service (サービスプレフィックス: ivs) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Interactive Video Service で定義されるアクション (p. 1078)
• Amazon Interactive Video Service で定義されるリソースタイプ (p. 1081)
• Amazon Interactive Video Service の条件キー (p. 1082)

Amazon Interactive Video Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

チャネル ARN によって複数の
BatchGetChannel チャネルを同時に取得する許可
を付与。

Read

Channel* (p. 1082)

ストリームキー ARN によって複
BatchGetStreamKey
数のストリームキーを同時に取
得する許可を付与。

Read

StreamKey* (p. 1082)

CreateChannel 新しいチャネルおよび関連付け
られているストリームキーを作
成する許可を付与。

Write

Channel* (p. 1082)

依存アク
ション

StreamKey* (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)

新しい記録設定を作成する許可
CreateRecordingConfiguration
を付与。

Write

RecordingConfiguration* (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)

ストリームキーを作成する許可
CreateStreamKeyを付与。

Write

StreamKey* (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)

DeleteChannel

チャネルおよびチャネルのスト
リームキーを削除する許可を付
与。

Write

Channel* (p. 1082)
StreamKey* (p. 1082)

指定された ARN の再生キーペア
DeletePlaybackKeyPair
を削除する許可を付与。

Write

PlaybackKeyPair* (p. 1082)

指定した ARN の記録設定を削除
DeleteRecordingConfiguration
する許可を付与。

Write

RecordingConfiguration* (p. 1082)

指定された ARN のストリーム
DeleteStreamKey キーを削除する許可を付与。

Write

StreamKey* (p. 1082)

GetChannel

指定されたチャネル ARN のチャ
ネル設定を取得する許可を付
与。

Read

Channel* (p. 1082)

指定された ARN の再生キーペア
GetPlaybackKeyPair
情報を取得する許可を付与。

Read

PlaybackKeyPair* (p. 1082)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した ARN の記録設定を取得
GetRecordingConfiguration
する許可を付与。

Read

RecordingConfiguration* (p. 1082)

GetStream

指定されたチャネルのアクティ
ブ (ライブ) ストリームに関する
情報を取得する許可を付与。

Read

Channel* (p. 1082)

GetStreamKey

指定された ARN のストリーム
キー情報を取得する許可を付
与。

読み取り

StreamKey* (p. 1082)

指定されたチャネルのストリー
GetStreamSessionムセッションに関する情報を取
得する許可を付与します。

読み取り

Channel* (p. 1082)

パブリックキーをインポートす
ImportPlaybackKeyPair
る許可を付与。

Write

PlaybackKeyPair* (p. 1082)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)
ListChannels

チャネルの概要情報を取得する
許可を付与。

リスト

Channel* (p. 1082)

再生キーペアに関する概要情報
ListPlaybackKeyPairs
を取得する許可を付与。

リスト

PlaybackKeyPair* (p. 1082)

記録設定に関する概要情報を取
ListRecordingConfigurations
得する許可を付与。

リスト

RecordingConfiguration* (p. 1082)

ストリームキーの概要情報を取
ListStreamKeys 得する許可を付与。

リスト

Channel* (p. 1082)

指定されたチャネルのストリー
ListStreamSessions
ムセッションに関する情報を取
得する許可を付与します。

リスト

Channel* (p. 1082)

ListStreams

リスト

Channel* (p. 1082)

Read

Channel (p. 1082)

ライブストリームの概要情報を
取得する許可を付与。

指定された ARN のタグに関する
ListTagsForResource
情報を取得する許可を付与。

StreamKey* (p. 1082)

PlaybackKeyPair (p. 1082)
RecordingConfiguration (p. 1082)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

StreamKey (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)
PutMetadata

指定されたチャネルの RTMP ス
トリームにメタデータを挿入す
る許可を付与。

Write

Channel* (p. 1082)

StopStream

指定されたチャネルのストリー
マを切断する許可を付与。

Write

Channel* (p. 1082)

TagResource

指定された ARN を持つリソース
のタグを追加または更新する許
可を付与。

タグ付け

Channel (p. 1082)
PlaybackKeyPair (p. 1082)
RecordingConfiguration (p. 1082)
StreamKey (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1082)

指定された ARN を持つリソース
UntagResource のタグを削除する許可を付与。

タグ付け

Channel (p. 1082)
PlaybackKeyPair (p. 1082)
RecordingConfiguration (p. 1082)
StreamKey (p. 1082)
aws:TagKeys (p. 1082)

チャネルの設定を更新する許可
UpdateChannel を付与。

Write

Channel* (p. 1082)

Amazon Interactive Video Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1078)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Channel

arn:${Partition}:ivs:${Region}:
${Account}:channel/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1082)

Stream-Key

arn:${Partition}:ivs:${Region}:
${Account}:stream-key/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1082)

Playback-KeyPair

arn:${Partition}:ivs:${Region}:
${Account}:playback-key/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1082)

RecordingConfiguration

arn:${Partition}:ivs:${Region}:
${Account}:recording-configuration/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1082)

Amazon Interactive Video Service の条件キー
Amazon Interactive Video Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング
する

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Interactive Video Service Chat のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Interactive Video Service Chat (サービスプレフィックス: ivschat) では、IAM 許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• Amazon Interactive Video Service Chat で定義されるアクション (p. 1083)
• Amazon Interactive Video Service Chat で定義されるリソースタイプ (p. 1084)
• Amazon Interactive Video Service Chat の条件キー (p. 1084)

Amazon Interactive Video Service Chat で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルームへの個々の WebSocket 接
CreateChatToken 続を確立するために使用される
暗号化されたトークンを作成す
る権限を付与する

書き込み

CreateRoom

書き込み

クライアントが接続してメッ
セージを渡すことができるルー
ムを作成する許可を付与する

依存アク
ション

Room* (p. 1084)
aws:TagKeys (p. 1085)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1084)
Room* (p. 1084)
aws:TagKeys (p. 1085)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1084)

特定のルームにイベントを送信
DeleteMessage する権限を付与し、クライアン
トに特定のメッセージを削除す
るように指示します。

書き込み

Room* (p. 1084)

DeleteRoom

書き込み

Room* (p. 1084)

ルームから指定されたユーザー
DisconnectUser ID を使用してすべての接続を切
断する権限を付与する

書き込み

Room* (p. 1084)

GetRoom

指定されたルーム ARN のルーム
設定を取得する許可を付与する

読み取り

Room* (p. 1084)

ListRooms

ルームの概要情報を取得する許
可を付与する

リスト

Room* (p. 1084)

指定されたルーム ARN のルーム
を削除する許可を付与する
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された ARN のタグに関する
ListTagsForResource
情報を取得する許可を付与。

読み取り

依存アク
ション

Room (p. 1084)
aws:TagKeys (p. 1085)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1084)

SendEvent

ルームにイベントを送信する許
可を付与する

書き込み

Room* (p. 1084)

TagResource

指定された ARN を持つリソース
のタグを追加または更新する許
可を付与。

タグ付け

Room (p. 1084)
aws:TagKeys (p. 1085)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1084)

指定された ARN を持つリソース
UntagResource のタグを削除する許可を付与。

タグ付け

UpdateRoom

書き込み

指定したルーム ARN のルーム設
定を削除する許可を付与する

Room (p. 1084)
aws:TagKeys (p. 1085)
Room* (p. 1084)

Amazon Interactive Video Service Chat で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1083)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Room

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1085)

arn:${Partition}:ivschat::${Account}:room/
${ResourceId}

Amazon Interactive Video Service Chat の条件キー
Amazon Interactive Video Service Chat は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリン
グします。

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

AWS IoT のアクション、リソース、および条件キー
AWS IoT (サービスプレフィックス: iot) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT で定義されるアクション (p. 1085)
• AWS IoT で定義されるリソースタイプ (p. 1106)
• AWS IoT の条件キー (p. 1108)

AWS IoT で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

保留中の証明書の転送を受け入
AcceptCertificateTransfer
れる許可を付与

書き込み

cert* (p. 1107)

指定された請求グループにモノ
AddThingToBillingGroup
を追加する許可を付与

書き込み

billinggroup* (p. 1106)
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thing* (p. 1106)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたモノのグループにモ
AddThingToThingGroup
ノを追加する許可を付与

書き込み

グループを連続ジョブに関連付
AssociateTargetsWithJob
ける許可を付与

書き込み

thing* (p. 1106)
thinggroup* (p. 1106)
job* (p. 1106)
thing* (p. 1106)
thinggroup* (p. 1106)

AttachPolicy

指定されたターゲットにポリ
シーをアタッチする許可を付与

経営へのア cert (p. 1107)
クセス権
thinggroup (p. 1106)

指定されたポリシーを指定され
AttachPrincipalPolicy
たプリンシパル (証明書またはそ
の他の認証情報) にアタッチする
許可を付与

経営へのア cert (p. 1107)
クセス権

Device Defender セキュリティプ
AttachSecurityProfile
ロファイルをモノのグループま
たはこのアカウントに関連付け
る許可を付与

書き込み

securityprofile* (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
thinggroup (p. 1106)

指定されたプリンシパルを指定
AttachThingPrincipal
されたモノにアタッチする許可
を付与

書き込み

進行中の軽減アクションタスク
CancelAuditMitigationActionsTask
をキャンセルする許可を付与

書き込み

進行中の監査をキャンセルする
CancelAuditTask ためのアクセス許可を付与しま
す。監査は、スケジュールする
こともオンデマンドにすること
もできます

書き込み

指定された証明書の保留中の転
CancelCertificateTransfer
送をキャンセルする許可を付与

書き込み

Device Defender ML Detect 軽減
CancelDetectMitigationActionsTask
アクションをキャンセルする許
可を付与

書き込み

CancelJob

ジョブをキャンセルする許可を
付与

書き込み

job* (p. 1106)

特定のデバイスでのジョブ実行
CancelJobExecution
をキャンセルする許可を付与

書き込み

job* (p. 1106)

デフォルトのオーソライザーを
ClearDefaultAuthorizer
クリアする許可を付与

書き込み
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cert* (p. 1107)

thing* (p. 1106)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CloseTunnel

トンネルを閉じる許可を付与

書き込み

依存アク
ション

tunnel* (p. 1106)
iot:Delete (p. 1108)

HTTP URL の
ConfirmTopicRuleDestination
TopicRuleDestinationDestination
を確認する許可を付与

書き込み

destination* (p. 1107)

Connect

書き込み

client* (p. 1106)

指定されたクライアントとして
接続するためのアクセス許可を
付与します。

Device Defender 監査抑制を作成
CreateAuditSuppression
する許可を付与

書き込み

オーソライザーを作成する許可
CreateAuthorizer を付与

書き込み

authorizer* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

請求グループを作成する許可を
CreateBillingGroup
付与

書き込み

billinggroup* (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

指定された証明書署名リクエス
CreateCertificateFromCsr
トを使用して X.509 証明書を作
成する許可を付与

書き込み

デバイス側のメトリクスのレ
CreateCustomMetric
ポートおよびモニタリング用の
カスタムメトリクスを作成する
許可を付与

書き込み

custommetric* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

セキュリティプロファイルで使
CreateDimension 用されるメトリクスのスコー
プを制限するために使用できる
ディメンションを定義する許可
を付与

書き込み

ドメイン設定を作成する許可を
CreateDomainConfiguration
付与

書き込み

dimension* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
domainconfiguration* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
iot:DomainName (p. 1108)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Dynamic Thing Group を作成す
CreateDynamicThingGroup
るためのアクセス許可を付与し
ます

書き込み

依存アク
ション

dynamicthinggroup* (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

フリートメトリクスを作成する
CreateFleetMetricためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

fleetmetric* (p. 1106)
index* (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

CreateJob

ジョブを作成する許可を付与。

書き込み

job* (p. 1106)
thing* (p. 1106)
thinggroup* (p. 1106)
jobtemplate (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

ジョブテンプレートを作成する
CreateJobTemplate
許可を付与

書き込み

jobtemplate* (p. 1106)
job (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

2048 ビットの RSA キーペアを
CreateKeysAndCertificate
作成する許可を付与し、発行さ
れたパブリックキーを使用して
X.509 証明書を発行します

書き込み

StartAuditMitigationActionsTask
CreateMitigationAction
を使用して、結果の監査に適用
できるアクションを定義する許
可を付与

書き込み

mitigationaction* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

OTA 更新ジョブを作成する許可
CreateOTAUpdateを付与

書き込み

otaupdate* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreatePolicy

AWS IoT ポリシーを作成する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

policy* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

指定された AWS IoT ポリシーの
CreatePolicyVersion
新しいバージョンを作成する許
可を付与

書き込み

policy* (p. 1107)

プロビジョニング要求を作成す
CreateProvisioningClaim
る許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)

フリートプロビジョニングテン
CreateProvisioningTemplate
プレートを作成する許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)
iam:PassRole
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

フリートプロビジョニングテン
CreateProvisioningTemplateVersion
プレートの新しいバージョンを
作成する許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)

ロールエイリアスを作成する許
CreateRoleAlias 可を付与

書き込み

rolealias* (p. 1107)

iam:PassRole

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

指定された間隔で実行される、
CreateScheduledAudit
スケジュールによる監査を作成
する許可を付与

書き込み

scheduledaudit* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

Device Defender セキュリティプ
CreateSecurityProfile
ロファイルを作成する許可を付
与

書き込み

securityprofile* (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

CreateStream

新しい AWS IoT ストリームを作
成するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

stream* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateThing

モノのレジストリにモノを作成
する許可を付与

書き込み

モノのグループを作成する許可
CreateThingGroupを付与

書き込み

依存アク
ション

thing* (p. 1106)
billinggroup (p. 1106)
thinggroup* (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

新しいモノのタイプを作成する
CreateThingType 許可を付与

書き込み

thingtype* (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

CreateTopicRule

ルールを作成する許可を付与

書き込み

rule* (p. 1107)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

TopicRuleDestination を作成する
CreateTopicRuleDestination
許可を付与

書き込み

destination* (p. 1107)

アカウントに関連付けられた監
DeleteAccountAuditConfiguration
査設定を削除する許可を付与

書き込み

Device Defender 監査抑制を削除
DeleteAuditSuppression
する許可を付与

書き込み

指定されたオーソライザーを削
DeleteAuthorizer 除する許可を付与

書き込み

authorizer* (p. 1107)

指定された請求グループを削除
DeleteBillingGroupする許可を付与

書き込み

billinggroup* (p. 1106)

登録された CA 証明書を削除する 書き込み
DeleteCACertificate
許可を付与

cacert* (p. 1107)

指定された証明書を削除する許
DeleteCertificate 可を付与

書き込み

cert* (p. 1107)

AWS アカウント から指定された
DeleteCustomMetric
カスタムメトリクスを削除する
許可を付与

書き込み

custommetric* (p. 1107)

AWS アカウント から指定された
DeleteDimension ディメンションを削除する許可
を付与

書き込み

dimension* (p. 1107)

ドメイン設定を削除する許可を
DeleteDomainConfiguration
付与

書き込み

domainconfiguration* (p. 1107)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された Dynamic Thing
DeleteDynamicThingGroup
Group を削除するためのアクセ
ス許可を付与します

書き込み

dynamicthinggroup* (p. 1106)

指定されたフリートメトリクス
DeleteFleetMetric を削除するためのアクセス許可
を付与します

書き込み

fleetmetric* (p. 1106)

DeleteJob

ジョブおよび関連するジョブ実
行を削除する許可を付与

書き込み

job* (p. 1106)

ジョブ実行を削除する許可を付
DeleteJobExecution
与

書き込み

job* (p. 1106)

ジョブテンプレートを削除する
DeleteJobTemplate
許可を付与

書き込み

jobtemplate* (p. 1106)

定義済みの軽減アクションを
DeleteMitigationAction
AWS アカウント から削除する許
可を付与

書き込み

mitigationaction* (p. 1107)

OTA 更新ジョブを削除する許可
DeleteOTAUpdateを付与

書き込み

otaupdate* (p. 1107)

DeletePolicy

指定されたポリシーを削除する
許可を付与

書き込み

policy* (p. 1107)

指定されたポリシーの指定され
DeletePolicyVersion
たバージョンを削除する許可を
付与

書き込み

policy* (p. 1107)

フリートプロビジョニングテン
DeleteProvisioningTemplate
プレートを削除する許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)

フリートプロビジョニングテン
DeleteProvisioningTemplateVersion
プレートバージョンを削除する
許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)

CA 証明書登録コードを削除する
DeleteRegistrationCode
許可を付与

書き込み

指定されたロールエイリアスを
DeleteRoleAlias 削除する許可を付与

書き込み

rolealias* (p. 1107)

スケジュールされた監査を削除
DeleteScheduledAudit
する許可を付与

書き込み

scheduledaudit* (p. 1107)

Device Defender セキュリティプ
DeleteSecurityProfile
ロファイルを削除する許可を付
与

書き込み

securityprofile* (p. 1107)

thing* (p. 1106)

custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)

DeleteStream

指定されたストリームを削除す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteThing

指定されたモノを削除する許可
を付与

書き込み

thing* (p. 1106)

指定されたモノのグループを削
DeleteThingGroup除する許可を付与

書き込み

thinggroup* (p. 1106)

指定されたモノのシャドウを削
DeleteThingShadow
除する許可を付与

書き込み

thing* (p. 1106)

指定されたモノのタイプを削除
DeleteThingType する許可を付与

書き込み

thingtype* (p. 1106)

指定されたルールを削除する許
DeleteTopicRule 可を付与

書き込み

rule* (p. 1107)

TopicRuleDestination を削除する
DeleteTopicRuleDestination
許可を付与

書き込み

destination* (p. 1107)

指定された v2 ログレベルを削除
DeleteV2LoggingLevel
する許可を付与

書き込み

指定されたモノのタイプを非推
DeprecateThingType
奨にする許可を付与

書き込み

アカウントの監査設定に関する
DescribeAccountAuditConfiguration
情報を取得する許可を付与

読み込み

1 つの監査の検出結果に関する情
DescribeAuditFinding
報を取得するためのアクセス許
可を付与します。プロパティに
は、コンプライアンス違反の理
由、問題の重大度、および結果
を返した監査の開始日時が含ま
れます

読み込み

一連の監査結果に軽減アクショ
DescribeAuditMitigationActionsTask
ンを適用するために使用される
監査結果の軽減タスクに関する
情報を取得する許可を付与

読み込み

Device Defender 監査抑制に関す
DescribeAuditSuppression
る情報を取得する許可を付与

読み込み

Device Defender 監査に関する情
DescribeAuditTask報を取得する許可を付与

読み込み

オーソライザーを記述する許可
DescribeAuthorizer
を付与

読み込み

authorizer* (p. 1107)

指定された請求グループに関す
DescribeBillingGroup
る情報を取得する許可を付与

読み込み

billinggroup* (p. 1106)

登録された CA 証明書を記述する 読み込み
DescribeCACertificate
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された証明書に関する情報
DescribeCertificate
を取得する許可を付与

読み込み

cert* (p. 1107)

AWS アカウント で定義されてい
DescribeCustomMetric
るカスタムメトリクスを記述す
る許可を付与

読み込み

custommetric* (p. 1107)

デフォルトのオーソライザーを
DescribeDefaultAuthorizer
記述する許可を付与

読み込み

Device Defender ML Detect 軽減
DescribeDetectMitigationActionsTask
アクションを記述する許可を付
与

読み込み

AWS アカウント で定義されてい
DescribeDimension
るディメンションの詳細を取得
する許可を付与

読み込み

dimension* (p. 1107)

ドメイン設定に関する情報を取
DescribeDomainConfiguration
得する許可を付与

読み込み

domainconfiguration* (p. 1107)

呼び出しを行う AWS アカウント
DescribeEndpoint に固有の一意のエンドポイント
を取得する許可を付与

読み込み

アカウントイベント設定を取得
DescribeEventConfigurations
する許可を付与

読み込み

指定されたフリートメトリクス
DescribeFleetMetric
に関する情報を取得する許可を
付与

読み込み

fleetmetric* (p. 1106)

DescribeIndex

指定されたインデックスに関す
る情報を取得する許可を付与

読み込み

index* (p. 1106)

DescribeJob

ジョブを記述する許可を付与

読み込み

job* (p. 1106)

ジョブ実行を記述する許可を付
DescribeJobExecution
与

読み込み

job (p. 1106)

ジョブテンプレートを記述する
DescribeJobTemplate
許可を付与

読み込み

jobtemplate* (p. 1106)

管理されたジョブテンプレート
DescribeManagedJobTemplate
を記述する許可を付与します。

読み込み

jobtemplate* (p. 1106)

軽減アクションに関する情報を
DescribeMitigationAction
取得する許可を付与

読み込み

mitigationaction* (p. 1107)

フリートプロビジョニングテン
DescribeProvisioningTemplate
プレートに関する情報を取得す
る許可を付与

読み込み

provisioningtemplate* (p. 1107)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

フリートプロビジョニングテン
DescribeProvisioningTemplateVersion
プレートバージョンに関する情
報を取得する許可を付与

読み込み

provisioningtemplate* (p. 1107)

ロールエイリアスを記述する許
DescribeRoleAlias可を付与

読み込み

rolealias* (p. 1107)

スケジュールされた監査に関す
DescribeScheduledAudit
る情報を取得する許可を付与

読み込み

scheduledaudit* (p. 1107)

Device Defender セキュリティプ
DescribeSecurityProfile
ロファイルに関する情報を取得
する許可を付与

読み込み

securityprofile* (p. 1107)

指定されたストリームに関する
DescribeStream 情報を取得する許可を付与

読み込み

stream* (p. 1107)

DescribeThing

指定されたモノに関する情報を
取得する許可を付与

読み込み

thing* (p. 1106)

指定されたモノのグループに関
DescribeThingGroup
する情報を取得する許可を付与

読み込み

thinggroup* (p. 1106)

一括のモノの登録タスクに関す
DescribeThingRegistrationTask
る情報を取得する許可を付与

読み込み

指定されたモノのタイプに関す
DescribeThingType
る情報を取得する許可を付与

読み込み

thingtype* (p. 1106)

トンネルを記述する許可を付与

読み込み

tunnel* (p. 1106)

指定されたターゲットからポリ
シーをデタッチする許可を付与

経営へのア cert (p. 1107)
クセス権
thinggroup (p. 1106)

DescribeTunnel
DetachPolicy

指定された証明書から指定され
DetachPrincipalPolicy
たポリシーを削除する許可を付
与

経営へのア cert (p. 1107)
クセス権

モノのグループまたはこのアカ
DetachSecurityProfile
ウントから Device Defender セ
キュリティプロファイルの関連
付けを解除する許可を付与

書き込み

securityprofile* (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
thinggroup (p. 1106)

指定されたプリンシパルを指定
DetachThingPrincipal
されたモノからデタッチする許
可を付与

書き込み

指定されたルールを無効にする
DisableTopicRule 許可を付与

書き込み

rule* (p. 1107)

指定されたルールを有効にする
EnableTopicRule 許可を付与

書き込み

rule* (p. 1107)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Device Defender の ML Detect
GetBehaviorModelTrainingSummaries
Security Profile トレーニングモ
デルのステータスを取得する許
可を付与

リスト

securityprofile (p. 1107)

IoT フリートインデックスのバ
GetBucketsAggregation
ケット集約を取得するためのア
クセス許可を付与します

読み込み

index* (p. 1106)

GetCardinality

読み込み

index* (p. 1106)

効果的なポリシーを取得するた
GetEffectivePolicies
めのアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

cert (p. 1107)

現在のフリートインデックス設
GetIndexingConfiguration
定を取得するためのアクセス許
可を付与します

読み込み

ジョブドキュメントを取得する
GetJobDocument 許可を付与

読み込み

ログオプションを取得する許可
GetLoggingOptions
を付与

読み込み

IoT フリートインデックスのカー
ディナリティを取得するための
アクセス許可を付与します

job* (p. 1106)

OTA 更新ジョブに関する情報を
取得する許可を付与

読み込み

otaupdate* (p. 1107)

GetPercentiles

IoTフリートインデックスの百分
位数を取得するためのアクセス
許可を付与します

読み込み

index* (p. 1106)

GetPolicy

指定されたポリシーに関する情
報を、既定のバージョンのポリ
シードキュメントで取得する許
可を付与

読み込み

policy* (p. 1107)

指定されたポリシーバージョン
GetPolicyVersion に関する情報を取得する許可を
付与

読み込み

policy* (p. 1107)

AWS IoT に CA 証明書を登録す
GetRegistrationCode
るために使用される登録コード
を取得する許可を付与

読み込み

指定されたトピックで保持され
GetRetainedMessage
たメッセージを取得する許可を
付与

読み込み

topic* (p. 1107)

GetStatistics

読み込み

index* (p. 1106)

GetOTAUpdate

IoT フリートインデックスの統計
を取得するためのアクセス許可
を付与します
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モノのシャドウを取得する許可
GetThingShadow を付与

読み込み

thing* (p. 1106)

GetTopicRule

読み込み

rule* (p. 1107)

TopicRuleDestination を取得する
GetTopicRuleDestination
許可を付与

読み込み

destination* (p. 1107)

v2 ログオプションを取得する許
GetV2LoggingOptions
可を付与

読み込み

指定された Device Defender セ
ListActiveViolations
キュリティプロファイルまたは
モノのアクティブな違反を一覧
表示する許可を付与

リスト

指定されたモノのグループにア
ListAttachedPolicies
タッチされたポリシーを一覧表
示する許可を付与

リスト

Device Defender の監査または指
ListAuditFindings 定された期間に実行された監査
の結果を一覧表示する許可を付
与

リスト

実行された監査軽減アクション
ListAuditMitigationActionsExecutions
タスクのステータスを取得する
許可を付与

リスト

指定されたフィルターに一致す
ListAuditMitigationActionsTasks
る監査結果の軽減アクションタ
スクのリストを取得する許可を
付与

リスト

Device Defender 監査抑制を一覧
ListAuditSuppressions
表示する許可を付与

リスト

ListAuditTasks

指定された期間中に実行された
Device Defender の監査を一覧表
示する許可を付与

リスト

ListAuthorizers

アカウントに登録されている
オーソライザーを一覧表示する
許可を付与

リスト

すべての請求グループを一覧表
ListBillingGroups 示する許可を付与

リスト

AWS アカウント に登録された
ListCACertificatesCA 証明書を一覧表示する許可を
付与

リスト

ListCertificates

リスト

指定されたルールに関する情報
を取得する許可を付与

証明書を一覧表示する許可を付
与
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securityprofile (p. 1107)
thing (p. 1106)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された CA 証明書によって署 リスト
ListCertificatesByCA
名されたデバイス証明書を一覧
表示する許可を付与
AWS アカウント のカスタムメト
ListCustomMetricsリクスを一覧表示する許可を付
与

リスト

Device Defender ML Detect
ListDetectMitigationActionsExecutions
Security Profile の軽減アクショ
ンの実行を一覧表示する許可を
付与

リスト

Device Defender ML Detect 軽減
ListDetectMitigationActionsTasks
アクションタスクを一覧表示す
る許可を付与

リスト

AWS アカウント 用に定義されて
いるディメンションを一覧表示
する許可を付与

リスト

AWS アカウント によって作成さ
ListDomainConfigurations
れたドメイン設定を一覧表示す
る許可を付与

リスト

アカウント内のフリートメトリ
ListFleetMetrics クスを一覧表示する許可を付与

リスト

ListIndices

フリートインデックスのすべて
のインデックスを一覧表示する
ためのアクセス許可を付与しま
す

リスト

ジョブのジョブ実行を一覧表示
ListJobExecutionsForJob
する許可を付与

リスト

job* (p. 1106)

指定されたモノのジョブ実行を
ListJobExecutionsForThing
一覧表示する許可を付与

リスト

thing* (p. 1106)

ジョブテンプレートを一覧表示
ListJobTemplates する許可を付与

リスト

ListJobs

ジョブを一覧表示する許可を付
与

リスト

ジョブテンプレートを一覧表示
ListManagedJobTemplates
する許可を付与

リスト

IoT デバイス用に収集されたメト
ListMetricValues リクスデータポイントの一覧表
示のサポートを追加

リスト

指定されたフィルター条件に一
ListMitigationActions
致するすべての軽減アクション
のリストを取得する許可を付与

リスト

ListDimensions
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thing (p. 1106)

thing* (p. 1106)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のモノのすべての名前付き
ListNamedShadowsForThing
シャドウを一覧表示する許可を
付与

リスト

アカウント内の OTA 更新ジョブ
ListOTAUpdates を一覧表示する許可を付与

リスト

転送されているが、まだ受け入
ListOutgoingCertificates
れられていない証明書を一覧表
示する許可を付与

リスト

ListPolicies

ポリシーを一覧表示する許可を
付与

リスト

指定されたポリシーに関連付け
ListPolicyPrincipals
られたプリンシパルを一覧表示
する許可を付与

リスト

指定されたポリシーのバージョ
ListPolicyVersionsンを一覧表示する許可を付与
し、デフォルトバージョンを識
別します

リスト

指定されたプリンシパルにア
ListPrincipalPolicies
タッチされたポリシーを一覧表
示するためのアクセス許可を付
与します。Amazon Cognito ID
を使用する場合、ID は Amazon
Cognito Identity 形式である必要
があります

リスト

指定されたプリンシパルに関連
ListPrincipalThings付けられたモノの一覧を表示す
る許可を付与

リスト

フリートプロビジョニングテン
ListProvisioningTemplateVersions
プレートバージョンのリストを
取得する許可を付与

リスト

AWS アカウント のフリートプロ
ListProvisioningTemplates
ビジョニングテンプレートを一
覧表示する許可を付与

リスト

アカウントで保持されたメッ
ListRetainedMessages
セージを一覧表示する許可を付
与

リスト

ロールエイリアスを一覧表示す
る許可を付与

リスト

スケジュールされた監査をすべ
ListScheduledAudits
て一覧表示する許可を付与

リスト

ListRoleAliases

リスト

ListSecurityProfiles
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依存アク
ション

thing* (p. 1106)

policy* (p. 1107)

provisioningtemplate* (p. 1107)

custommetric (p. 1107)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

作成した Device Defender セ
キュリティプロファイルを一覧
表示する許可を付与

dimension (p. 1107)

ターゲットにアタッチされた
ListSecurityProfilesForTarget
Device Defender セキュリティプ
ロファイルを一覧表示する許可
を付与

リスト

ListStreams

リスト

アカウント内のストリームを一
覧表示する許可を付与

指定されたリソースのすべての
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

依存アク
ション

読み込み

thinggroup (p. 1106)

authorizer (p. 1107)
billinggroup (p. 1106)
cacert (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
domainconfiguration (p. 1107)
dynamicthinggroup (p. 1106)
fleetmetric (p. 1106)
job (p. 1106)
jobtemplate (p. 1106)
mitigationaction (p. 1107)
otaupdate (p. 1107)
policy (p. 1107)
provisioningtemplate (p. 1107)
rolealias (p. 1107)
rule (p. 1107)
scheduledaudit (p. 1107)
securityprofile (p. 1107)
stream (p. 1107)
thinggroup (p. 1106)
thingtype (p. 1106)

指定されたポリシーのターゲッ
ListTargetsForPolicy
トを一覧表示する許可を付与
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リスト

policy* (p. 1107)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の Device Defender セキュ
ListTargetsForSecurityProfile
リティプロファイルに関連付け
られたターゲットを一覧表示す
る許可を付与

リスト

すべてのモノのグループを一覧
ListThingGroups 表示する許可を付与

リスト

指定されたモノが属するモノの
ListThingGroupsForThing
グループを一覧表示する許可を
付与

リスト

指定されたモノに関連付けられ
ListThingPrincipalsたプリンシパルを一覧表示する
許可を付与

リスト

一括のモノの登録タスクに関す
ListThingRegistrationTaskReports
る情報を一覧表示する許可を付
与

リスト

一括のモノの登録タスクを一覧
ListThingRegistrationTasks
表示する許可を付与

リスト

すべてのモノのタイプを一覧表
示する許可を付与

リスト

すべてのモノを一覧表示する許
可を付与

リスト

指定された請求グループ内のす
ListThingsInBillingGroup
べてのモノを一覧表示する許可
を付与

リスト

billinggroup* (p. 1106)

指定されたモノのグループ内の
ListThingsInThingGroup
すべてのモノを一覧表示する許
可を付与

リスト

thinggroup* (p. 1106)

すべての TopicRuleDestinations
ListTopicRuleDestinations
を一覧表示する許可を付与

リスト

ListTopicRules

特定のトピックのルールを一覧
表示する許可を付与

リスト

ListTunnels

トンネルを一覧表示する許可を
付与

リスト

ListThingTypes
ListThings

v2 ログレベルを一覧表示する許
ListV2LoggingLevels
可を付与

リスト

指定された期間中に検出された
ListViolationEvents
Device Defender のセキュリティ
プロファイルの違反を一覧表示
する許可を付与

リスト
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securityprofile* (p. 1107)

thing* (p. 1106)

securityprofile (p. 1107)
thing (p. 1106)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

OpenTunnel

トンネルを開く許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
iot:ThingGroupArn (p. 1108)
iot:TunnelDestinationService (p. 1108)

Publish

指定されたトピックに発行する
許可を付与

書き込み

違反に検証状態を設定する許可
PutVerificationStateOnViolation
を付与します

書き込み

Receive

指定されたトピックから受信す
る許可を付与

書き込み

AWS IoT に CA 証明書を登録す
RegisterCACertificate
る許可を付与

書き込み

topic* (p. 1107)

topic* (p. 1107)
aws:RequestTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)

AWS IoT にデバイス証明書を登
RegisterCertificate録する許可を付与

書き込み

登録 CA (認証局) なしで AWS
RegisterCertificateWithoutCA
IoT にデバイス証明書を登録する
許可を付与

書き込み

RegisterThing

書き込み

モノを登録する許可を付与

保留中の証明書の転送を拒否す
RejectCertificateTransfer
る許可を付与

書き込み

cert* (p. 1107)

指定された請求グループからモ
RemoveThingFromBillingGroup
ノを削除する許可を付与

書き込み

billinggroup* (p. 1106)

指定されたモノのグループから
RemoveThingFromThingGroup
モノを削除する許可を付与

書き込み

指定されたルールを置き換える
ReplaceTopicRule許可を付与

書き込み

rule* (p. 1107)

RetainPublish

指定されたトピックに保持され
たメッセージを発行する許可を
付与

書き込み

topic* (p. 1107)

トンネルのアクセストークンを
RotateTunnelAccessToken
ローテーションする許可を付与
します

書き込み

tunnel* (p. 1106)

thing* (p. 1106)
thing* (p. 1106)
thinggroup* (p. 1106)

iot:ThingGroupArn (p. 1108)
iot:TunnelDestinationService (p. 1108)
iot:ClientMode (p. 1108)
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AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SearchIndex

IoT フリートインデックスを検索
するためのアクセス許可を付与
します

読み込み

依存アク
ション

index* (p. 1106)

デフォルトのオーソライザーを
SetDefaultAuthorizer
設定するためのアクセス許可を
付与します。これは、オーソラ
イザーを指定せずに WebSocket
接続が行われた場合に使用され
ます

経営へのア authorizer* (p. 1107)
クセス権

指定されたポリシーの指定され
SetDefaultPolicyVersion
たバージョンを、ポリシーのデ
フォルト (有効) バージョンとし
て設定する許可を付与

経営へのア policy* (p. 1107)
クセス権

ログオプションを設定する許可
SetLoggingOptions
を付与

書き込み

v2 ログレベルを設定する許可を
SetV2LoggingLevel
付与

書き込み

v2 ログオプションを設定する許
SetV2LoggingOptions
可を付与

書き込み

指定されたターゲットに一連の
StartAuditMitigationActionsTask
軽減アクションを適用するタス
クを開始する許可を付与

書き込み

Device Defender ML Detect 軽減
StartDetectMitigationActionsTask
アクションタスクを開始する許
可を付与

書き込み

オンデマンド Device Defender
StartOnDemandAuditTask
監査を開始する許可を付与

書き込み

一括のモノの登録タスクを開始
StartThingRegistrationTask
する許可を付与

書き込み

一括のモノの登録タスクを停止
StopThingRegistrationTask
する許可を付与

書き込み

Subscribe

指定された TopicFilter にサブス
クライブする許可を付与

書き込み

topicfilter* (p. 1107)

TagResource

指定されたリソースにタグを付
けるためのアクセス許可を付与
します

タグ付け

authorizer (p. 1107)

securityprofile (p. 1107)

billinggroup (p. 1106)
cacert (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
domainconfiguration (p. 1107)
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AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dynamicthinggroup (p. 1106)
fleetmetric (p. 1106)
job (p. 1106)
jobtemplate (p. 1106)
mitigationaction (p. 1107)
otaupdate (p. 1107)
policy (p. 1107)
provisioningtemplate (p. 1107)
rolealias (p. 1107)
rule (p. 1107)
scheduledaudit (p. 1107)
securityprofile (p. 1107)
stream (p. 1107)
thinggroup (p. 1106)
thingtype (p. 1106)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1108)
aws:TagKeys (p. 1108)
グループポリシーのポリシー評
TestAuthorization 価をテストするためのアクセス
許可を付与します

読み込み

cert (p. 1107)

テストの目的で、指定されたカ
TestInvokeAuthorizer
スタムオーソライザーをテスト
呼び出しする許可を付与

読み込み

authorizer* (p. 1107)

指定された証明書を指定された
TransferCertificateAWS アカウント アカウントに転
送する許可を付与

書き込み

cert* (p. 1107)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除するためのアクセス許可を付
与します

タグ付け

authorizer (p. 1107)
billinggroup (p. 1106)
cacert (p. 1107)
custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)
domainconfiguration (p. 1107)
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AWS IoT

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dynamicthinggroup (p. 1106)
fleetmetric (p. 1106)
job (p. 1106)
jobtemplate (p. 1106)
mitigationaction (p. 1107)
otaupdate (p. 1107)
policy (p. 1107)
provisioningtemplate (p. 1107)
rolealias (p. 1107)
rule (p. 1107)
scheduledaudit (p. 1107)
securityprofile (p. 1107)
stream (p. 1107)
thinggroup (p. 1106)
thingtype (p. 1106)
aws:TagKeys (p. 1108)
このアカウントの Device
UpdateAccountAuditConfiguration
Defender 監査設定を構成または
再構成する許可を付与

書き込み

Device Defender 監査抑制を更新
UpdateAuditSuppression
する許可を付与

書き込み

オーソライザーを更新するため
UpdateAuthorizer のアクセス許可を付与します

書き込み

authorizer* (p. 1107)

指定された請求グループに関連
UpdateBillingGroup
付けられた情報を更新する許可
を付与

書き込み

billinggroup* (p. 1106)

登録された CA 証明書を更新する 書き込み
UpdateCACertificate
許可を付与

cacert* (p. 1107)

指定された証明書のステータス
UpdateCertificate を更新するためのアクセス許
可を付与します。このオペレー
ションはべき等です

書き込み

cert* (p. 1107)

指定されたカスタムメトリクス
UpdateCustomMetric
を更新する許可を付与

書き込み

custommetric* (p. 1107)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ディメンションの定義を更新す
UpdateDimensionる許可を付与

書き込み

dimension* (p. 1107)

ドメイン設定を更新する許可を
UpdateDomainConfiguration
付与

書き込み

domainconfiguration* (p. 1107)

Dynamic Thing Group を更新す
UpdateDynamicThingGroup
るためのアクセス許可を付与し
ます

書き込み

dynamicthinggroup* (p. 1106)

イベント設定を更新する許可を
UpdateEventConfigurations
付与

書き込み

フリートメトリクスを更新する
UpdateFleetMetricためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

フリートインデックス設定を更
UpdateIndexingConfiguration
新するためのアクセス許可を付
与します

書き込み

UpdateJob

ジョブを更新する許可を付与。

書き込み

job* (p. 1106)

指定された軽減アクションの定
UpdateMitigationAction
義を更新する許可を付与

書き込み

mitigationaction* (p. 1107)

フリートプロビジョニングテン
UpdateProvisioningTemplate
プレートを更新する許可を付与

書き込み

provisioningtemplate* (p. 1107)
iam:PassRole

ロールエイリアスを更新するた
UpdateRoleAlias めのアクセス許可を付与します

書き込み

rolealias* (p. 1107)

実行されるチェック項目や監査
UpdateScheduledAudit
が実行される頻度など、スケ
ジュールによる監査を更新する
許可を付与

書き込み

scheduledaudit* (p. 1107)

Device Defender セキュリティプ
UpdateSecurityProfile
ロファイルを更新する許可を付
与

書き込み

securityprofile* (p. 1107)

fleetmetric* (p. 1106)
index* (p. 1106)

custommetric (p. 1107)
dimension (p. 1107)

UpdateStream

ストリームのデータを更新する
許可を付与

書き込み

stream* (p. 1107)

UpdateThing

指定されたモノに関連付けられ
た情報を更新する許可を付与

書き込み

thing* (p. 1106)

指定されたモノのグループに関
UpdateThingGroup
連付けられた情報を更新する許
可を付与

書き込み

thinggroup* (p. 1106)

モノが属するモノのグループを
UpdateThingGroupsForThing
更新する許可を付与

書き込み

thing* (p. 1106)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モノのシャドウを更新する許可
UpdateThingShadow
を付与

書き込み

thing* (p. 1106)

TopicRuleDestination を更新する
UpdateTopicRuleDestination
許可を付与

書き込み

destination* (p. 1107)

Device Defender セキュリティプ
ValidateSecurityProfileBehaviors
ロファイルの動作仕様を検証す
る許可を付与

読み込み

依存アク
ション

AWS IoT で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1085)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

client

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:client/${ClientId}

index

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:index/${IndexName}

fleetmetric

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:fleetmetric/${FleetMetricName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

job

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:job/${JobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

jobtemplate

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:jobtemplate/${JobTemplateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

tunnel

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:tunnel/${TunnelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

thing

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thing/${ThingName}

thinggroup

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thinggroup/${ThingGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

billinggroup

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:billinggroup/${BillingGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

arn:${Partition}:iot:${Region}:
dynamicthinggroup
${Account}:thinggroup/${ThingGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

thingtype

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thingtype/${ThingTypeName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

topic

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:topic/${TopicName}

topicfilter

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:topicfilter/${TopicFilter}

rolealias

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:rolealias/${RoleAlias}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

authorizer

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:authorizer/${AuthorizerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

policy

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:policy/${PolicyName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

cert

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:cert/${Certificate}

cacert

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:cacert/${CACertificate}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

stream

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:stream/${StreamId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

otaupdate

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:otaupdate/${OtaUpdateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

scheduledaudit arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:scheduledaudit/${ScheduleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

arn:${Partition}:iot:${Region}:
mitigationaction ${Account}:mitigationaction/
${MitigationActionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

securityprofile

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:securityprofile/
${SecurityProfileName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

custommetric

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:custommetric/${MetricName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

dimension

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:dimension/${DimensionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

rule

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:rule/${RuleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

destination

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:destination/${DestinationType}/
${Uuid}

arn:${Partition}:iot:${Region}:
provisioningtemplate
${Account}:provisioningtemplate/
${ProvisioningTemplate}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)

arn:${Partition}:iot:${Region}:
domainconfiguration
${Account}:domainconfiguration/
${DomainConfigurationName}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1108)
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AWS IoT の条件キー
AWS IoT では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これらの
キーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の表
の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストに存在するタグキーでアクセスをフィルタリング
する

文字列

リクエスト内の IoT リソースに関連付けられたタグのタグ
キーコンポーネントでアクセスをフィルタリングする

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内の IoT リソースに関連付けられたタグキーのリ
ストでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

iot:ClientMode

IoT トンネルのクライアントのモードでアクセスをフィルタ
リングします

文字列

iot:Delete

iot:CloseTunnel リクエストを行うときに IoT Tunnel もすぐに
削除するかどうかを示すフラグでアクセスをフィルタリング
します

Bool

iot:DomainName

IoT DomainConfiguration のドメイン名に基づいてアクセスを
フィルタリングします

文字列

iot:ThingGroupArn

IoT トンネルの送信先の IoT Thing が属するすべての IoT
Thing グループ ARN のリストでアクセスをフィルタリングし
ます

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}

IoT Tunnel の送信先サービスのリストでアクセスをフィルタ
iot:TunnelDestinationService
リングします

ArrayOfString

AWS IoT 1-Click のアクション、リソース、および条
件キー
AWS IoT 1-Click (サービスプレフィックス: iot1click) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT 1-Click で定義されるアクション (p. 1109)
• AWS IoT 1-Click で定義されるリソースタイプ (p. 1111)
• AWS IoT 1-Click の条件キー (p. 1111)
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AWS IoT 1-Click で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

デバイスを配置に関連付けるア
AssociateDeviceWithPlacement
クセス許可を付与する

書き込み

登録コードを使用してデバイス
ClaimDevicesByClaimCode
のバッチを申請する許可を付与

読み込み

プロジェクト内に新しい配置を
CreatePlacement 作成する許可を付与

書き込み

project* (p. 1111)

CreateProject

書き込み

project* (p. 1111)

新しいプロジェクトを作成する
権限を付与します

依存アク
ション

project* (p. 1111)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1111)
aws:TagKeys (p. 1111)

プロジェクトから配置を削除す
DeletePlacement る許可を付与

書き込み

project* (p. 1111)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1111)

デバイスを記述する許可を付与

読み込み

device* (p. 1111)

配置を説明する許可を付与
DescribePlacement

読み込み

project* (p. 1111)

プロジェクトを記述する許可を
DescribeProject 付与

読み込み

project* (p. 1111)

デバイスと配置の関連付けを解
DisassociateDeviceFromPlacement
除する許可を付与

書き込み

project* (p. 1111)

デバイスの登録を確定する許可
FinalizeDeviceClaim
を付与

読み込み

device* (p. 1111)

DescribeDevice
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1111)
aws:TagKeys (p. 1111)
デバイスの利用可能なメソッド
GetDeviceMethods
を取得する許可を付与

読み込み

device* (p. 1111)

配置に関連付けられたデバイス
GetDevicesInPlacement
を取得する許可を付与

読み込み

project* (p. 1111)

デバイスの登録を初期化する許
InitiateDeviceClaim
可を付与

読み込み

device* (p. 1111)

デバイスメソッドを呼び出すア
InvokeDeviceMethod
クセス許可を付与する

書き込み

device* (p. 1111)

デバイス別に公開された過去の
ListDeviceEvents イベントを一覧表示する許可を
付与

読み込み

device* (p. 1111)

ListDevices

すべてのデバイスを一覧表示す
る許可を付与

リスト

プロジェクト内の配置を一覧表
示する許可を付与

読み込み

すべてのプロジェクトを一覧表
示する権限を付与します

リスト

ListPlacements
ListProjects

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

TagResource

タグ付け

リソースのタグを追加または変
更する許可を付与

project* (p. 1111)

device (p. 1111)
project (p. 1111)
device (p. 1111)
project (p. 1111)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1111)
aws:TagKeys (p. 1111)

UnclaimDevice デバイスの登録を取り消すアク
セス許可を付与する

読み込み

device* (p. 1111)

指定されたタグ (メタデータ) を
UntagResource リソースから削除する許可を付
与

タグ付け

device (p. 1111)
project (p. 1111)
aws:TagKeys (p. 1111)

デバイスの状態を更新する許可
UpdateDeviceState
を付与

書き込み

device* (p. 1111)

配置を更新する許可を付与
UpdatePlacement

書き込み

project* (p. 1111)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateProject

プロジェクトを更新します。

書き込み

依存アク
ション

project* (p. 1111)

AWS IoT 1-Click で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1109)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

device

arn:${Partition}:iot1click:${Region}:
${Account}:devices/${DeviceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1111)

project

arn:${Partition}:iot1click:${Region}:
${Account}:projects/${ProjectName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1111)

AWS IoT 1-Click の条件キー
AWS IoT 1-Click では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT Analytics のアクション、リソース、および
条件キー
AWS IoT Analytics (サービスプレフィックス: iotanalytics) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。

1111

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT Analytics

• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Analytics で定義されるアクション (p. 1112)
• AWS IoT Analytics で定義されるリソースタイプ (p. 1115)
• AWS IoT Analytics の条件キー (p. 1115)

AWS IoT Analytics で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メッセージのバッチを指定され
BatchPutMessageたチャネルに書き込みます

書き込み

channel* (p. 1115)

指定されたパイプラインの再処
CancelPipelineReprocessing
理をキャンセルします

書き込み

pipeline* (p. 1115)

CreateChannel チャネルを作成します

書き込み

channel* (p. 1115)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)
CreateDataset

データセットを作成します。

書き込み

dataset* (p. 1115)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)

指定されたデータセットから
CreateDatasetContent
(データセットアクションを実行
して) コンテンツを生成します
CreateDatastore

データストアを作成します
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書き込み

dataset* (p. 1115)

書き込み

datastore* (p. 1115)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)
CreatePipeline

パイプラインを作成します

書き込み

pipeline* (p. 1115)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)

DeleteChannel

指定されたチャネルを削除しま
す

書き込み

channel* (p. 1115)

DeleteDataset

指定されたデータセットを削除
します

書き込み

dataset* (p. 1115)

指定されたデータセットのコン
DeleteDatasetContent
テンツを削除します

書き込み

dataset* (p. 1115)

指定されたデータストアを削除
DeleteDatastore します

書き込み

datastore* (p. 1115)

DeletePipeline

指定されたパイプラインを削除
します

書き込み

pipeline* (p. 1115)

指定されたチャネルの説明を表
DescribeChannel 示します

読み込み

channel* (p. 1115)

指定されたデータセットの説明
DescribeDataset を表示します

読み込み

dataset* (p. 1115)

指定されたデータストアの説明
DescribeDatastoreを表示します

読み込み

datastore* (p. 1115)

アカウントのログ記録オプショ
DescribeLoggingOptions
ンの説明を表示します

読み込み

指定されたパイプラインの説明
DescribePipeline を表示します

読み込み

pipeline* (p. 1115)

指定されたデータセットのコン
GetDatasetContent
テンツを取得します

読み込み

dataset* (p. 1115)

ListChannels

アカウントのチャネルを一覧表
示します

リスト

作成されたデータセットコンテ
ListDatasetContents
ンツの情報を一覧表示します

リスト

ListDatasets

アカウントのデータセットを一
覧表示します

リスト

ListDatastores

アカウントのデータストアを一
覧表示します

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListPipelines

アカウントのパイプラインを一
覧表示します

リスト

リソースに割り当てられたタグ
ListTagsForResource
(メタデータ) を一覧表示します

読み込み

依存アク
ション

channel (p. 1115)
dataset (p. 1115)
datastore (p. 1115)
pipeline (p. 1115)

アカウントのログ記録オプショ
PutLoggingOptions
ンを設定します

書き込み

指定されたパイプラインのアク
RunPipelineActivity
ティビティを実行します

読み込み

指定されたチャネルのデータを
SampleChannelData
サンプリングします

読み込み

channel* (p. 1115)

指定されたパイプラインの再処
StartPipelineReprocessing
理を開始します

書き込み

pipeline* (p. 1115)

TagResource

タグ付け

channel (p. 1115)

指定されたリソースのタグを追
加または変更します。タグは、
リソースを管理するために使用
できるメタデータです

dataset (p. 1115)
datastore (p. 1115)
pipeline (p. 1115)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)

指定されたタグ (メタデータ) を
UntagResource リソースから削除します

タグ付け

channel (p. 1115)
dataset (p. 1115)
datastore (p. 1115)
pipeline (p. 1115)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)

指定されたチャネルを更新しま
UpdateChannel す

書き込み

channel* (p. 1115)

UpdateDataset 指定されたデータセットを更新
します

書き込み

dataset* (p. 1115)

指定されたデータストアを更新
UpdateDatastore します

書き込み

datastore* (p. 1115)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdatePipeline

指定されたパイプラインを更新
します

書き込み

依存アク
ション

pipeline* (p. 1115)

AWS IoT Analytics で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1112)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

channel

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)

arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:
${Account}:channel/${ChannelName}

aws:TagKeys (p. 1116)
iotanalytics:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1116)
dataset

arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:
${Account}:dataset/${DatasetName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)
iotanalytics:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1116)

datastore

arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:
${Account}:datastore/${DatastoreName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)
iotanalytics:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1116)

pipeline

arn:${Partition}:iotanalytics:${Region}:
${Account}:pipeline/${PipelineName}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1116)
aws:TagKeys (p. 1116)
iotanalytics:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1116)

AWS IoT Analytics の条件キー
AWS IoT Analytics では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
iotanalytics:ResourceTag/
セスをフィルタリング
${TagKey}

文字列

AWS IoT Core Device Advisor のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS IoT Core Device Advisor (サービスプレフィックス: iotdeviceadvisor) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Core Device Advisor で定義されるアクション (p. 1116)
• AWS IoT Core Device Advisor で定義されるリソースタイプ (p. 1118)
• AWS IoT Core Device Advisor の条件キー (p. 1118)

AWS IoT Core Device Advisor で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

スイート定義を作成する許可を
CreateSuiteDefinition
付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1118)
aws:TagKeys (p. 1118)

スイート定義を削除する許可を
DeleteSuiteDefinition
付与
GetEndpoint

書き込み

Suitedefinition* (p. 1118)

Device Advisor エンドポイントを 読み込み
取得するアクセス許可を付与

スイートの定義を取得する許可
GetSuiteDefinitionを付与

読み込み

Suitedefinition* (p. 1118)

GetSuiteRun

スイートの実行を取得する許可
を付与

読み込み

Suiterun* (p. 1118)

スイート実行の資格レポートを
GetSuiteRunReport
取得する許可を付与

読み込み

Suiterun* (p. 1118)

スイート定義を一覧表示する許
ListSuiteDefinitions
可を付与

リスト

ListSuiteRuns

リスト

スイート実行を一覧表示する許
可を付与

リソースに割り当てられたタグ
読み込み
ListTagsForResource
(メタデータ) を一覧表示する許可
を付与
StartSuiteRun

スイート実行を開始する許可を
付与

書き込み

Suitedefinition* (p. 1118)
Suitedefinition (p. 1118)
Suiterun (p. 1118)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1118)
aws:TagKeys (p. 1118)

StopSuiteRun

スイートの実行を停止するため
のアクセス許可を付与します

書き込み

Suiterun* (p. 1118)

TagResource

指定されたリソースのタグに追
加または変更する許可を付与。
タグは、リソースを管理するた
めに使用できるメタデータです

タグ付け

Suitedefinition (p. 1118)
Suiterun (p. 1118)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1118)
aws:TagKeys (p. 1118)

指定されたタグ (メタデータ) を
UntagResource リソースから削除する許可を付
与

タグ付け

Suitedefinition (p. 1118)
Suiterun (p. 1118)
aws:TagKeys (p. 1118)

スイート定義を更新する許可を
UpdateSuiteDefinition
付与
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AWS IoT Core Device Advisor で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1116)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Suitedefinition

arn:${Partition}:iotdeviceadvisor:
${Region}:${Account}:suitedefinition/
${SuiteDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1118)

Suiterun

arn:${Partition}:iotdeviceadvisor:${Region}:
${Account}:suiterun/${SuiteDefinitionId}/
${SuiteRunId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1118)

AWS IoT Core Device Advisor の条件キー
AWS IoT Core Device Advisor では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT Core for LoRaWAN のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS IoT Core for LoRaWAN (サービスプレフィックス: iotwireless) では、IAM 許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS IoT Core for LoRaWAN によって定義されたアクション (p. 1119)
• AWS IoT Core for LoRaWAN によって定義されたリソースタイプ (p. 1127)
• AWS IoT Core for LoRaWAN の条件キー (p. 1128)

AWS IoT Core for LoRaWAN によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パートナーアカウントを AWS ア
AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
カウント にリンクする許可を付
与

書き込み

マルチキャストグループを
AssociateMulticastGroupWithFuotaTask
FuotaTask に関連付けるための
アクセス許可を付与

書き込み

ワイヤレスデバイスを
AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask
FuotaTask に関連付けるための
アクセス許可を付与

書き込み

WirelessDevice MulticastGroup
AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
を関連付けるためのアクセス許
可を付与

書き込み

ワイヤレスデバイスを、指定
AssociateWirelessDeviceWithThing
された WirelessDeviceID 用の
AWS IoT モノに関連付ける許可
を付与

書き込み

WirelessGateway を IoT Core
AssociateWirelessGatewayWithCertificate
Identity 証明書に関連付けるアク
セス許可を付与

書き込み

ワイヤレスゲートウェイを、指
AssociateWirelessGatewayWithThing
定された WirelessGatewayID 用
の AWS IoT モノに関連付ける許
可を付与

書き込み
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依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)
FuotaTask* (p. 1127)
MulticastGroup* (p. 1128)
FuotaTask* (p. 1127)
WirelessDevice* (p. 1127)
MulticastGroup* (p. 1128)
WirelessDevice* (p. 1127)
WirelessDevice* (p. 1127) iot:DescribeThing
thing* (p. 1128)
WirelessGateway* (p. 1127)
cert* (p. 1128)
WirelessGateway* (p. 1127)
iot:DescribeThing
thing* (p. 1128)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

MulticastGroup セッションを
CancelMulticastGroupSession
キャンセルするアクセス許可を
付与

書き込み

送信先のリソースを作成する許
CreateDestination可を付与

書き込み

依存アク
ション

MulticastGroup* (p. 1128)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

DeviceProfile リソースを作成す
CreateDeviceProfile
る許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

ホストリソースを作成する許可
CreateFuotaTask を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

MulticastGroup リソースを作成
CreateMulticastGroup
するアクセス許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

NetworkAnalyzerConfiguration リ
CreateNetworkAnalyzerConfiguration
ソースを作成する許可を付与

書き込み

WirelessDevice* (p. 1127)
WirelessGateway* (p. 1127)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

ServiceProfile リソースを作成す
CreateServiceProfile
る許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

指定された送信先で
CreateWirelessDevice
WirelessDevice リソースを作成
する許可を付与

書き込み

WirelessGateway リソースを作
CreateWirelessGateway
成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)

指定された WirelessGateway の
CreateWirelessGatewayTask
タスクを作成する許可を付与

書き込み

WirelessGateway タスク定義を
CreateWirelessGatewayTaskDefinition
作成する許可を付与

書き込み

WirelessGateway* (p. 1127)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信先を削除する許可を付与

書き込み

Destination* (p. 1127)

DeviceProfile を削除する許可を
DeleteDeviceProfile
付与

書き込み

DeviceProfile* (p. 1127)

FuoTask を削除するアクセス許
DeleteFuotaTask 可を付与

書き込み

FuotaTask* (p. 1127)

MultiCastGroup を削除するアク
DeleteMulticastGroup
セス許可を付与

書き込み

MulticastGroup* (p. 1128)

NetworkAnalyzerConfiguration を
DeleteNetworkAnalyzerConfiguration
削除する許可を付与

書き込み

NetworkAnalyzerConfiguration* (p. 1128)

QueuedMessages を削除する許
DeleteQueuedMessages
可を付与

書き込み

ServiceProfile を削除する許可を
DeleteServiceProfile
付与

書き込み

ServiceProfile* (p. 1127)

WirelessDevice を削除する許可
DeleteWirelessDevice
を付与

書き込み

WirelessDevice* (p. 1127)

WirelessGateway を削除する許
DeleteWirelessGateway
可を付与。

書き込み

WirelessGateway* (p. 1127)

指定された WirelessGateway の
DeleteWirelessGatewayTask
タスクを削除する許可を付与

書き込み

WirelessGateway* (p. 1127)

WirelessGateway タスク定義を
DeleteWirelessGatewayTaskDefinition
削除する許可を付与

書き込み

WirelessGatewayTaskDefinition* (p. 1127)

AWS アカウント のパートナーア
DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
カウントとの関連付けを解除す
る許可を付与

書き込み

SidewalkAccount* (p. 1127)

FuotaTask から MulticastGroup
DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask
の関連付けを解除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

FuotaTask* (p. 1127)

IoT Thing からワイヤレスデバイ
DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask
スの関連付けを解除する許可を
付与

書き込み

IoT Thing からワイヤレスデバイ
DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
スの関連付けを解除する許可を
付与

書き込み

AWS IoT モノからワイヤレスデ
DisassociateWirelessDeviceFromThing
バイスの関連付けを解除する許
可を付与

書き込み

IoT Core Identity 証明書から
DisassociateWirelessGatewayFromCertificate
WirelessGateway の関連付けを
解除する許可を付与

書き込み

DeleteDestination
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

IoT Core Thing から
DisassociateWirelessGatewayFromThing
WirelessGateway の関連付けを
解除する許可を付与

書き込み

GetDestination

読み取り

Destination* (p. 1127)

DeviceProfile を取得する許可を
GetDeviceProfile 付与

読み取り

DeviceProfile* (p. 1127)

リソースタイプ別にイベント設
GetEventConfigurationByResourceTypes
定を取得する許可を付与

読み取り

GetFuotaTask

FuoTask を取得するアクセス許
可を付与

読み取り

リソースタイプ別にログレベル
GetLogLevelsByResourceTypes
を取得する許可を付与

読み取り

MultiCastGroup を取得するアク
GetMulticastGroupセス許可を付与

読み取り

MulticastGroup* (p. 1128)

MulticastGroup セッションを取
GetMulticastGroupSession
得するアクセス許可を付与

読み取り

MulticastGroup* (p. 1128)

NetworkAnalyzer 設定を取得する
GetNetworkAnalyzerConfiguration
アクセス許可を付与

読み取り

NetworkAnalyzerConfiguration* (p. 1128)

関連付けられた PartnerAccount
GetPartnerAccount
を取得する許可を付与

読み取り

SidewalkAccount* (p. 1127)

GetPosition

特定リソースのポジションを取
得する許可の付与

読み取り

WirelessDevice (p. 1127)

特定リソースのポジション設定
GetPositionConfiguration
を取得する許可の付与

読み取り

識別子のイベント設定を取得す
GetResourceEventConfiguration
るアクセス許可を付与

読み取り

送信先を取得する許可を付与

WirelessGateway* (p. 1127)
iot:DescribeThing
thing* (p. 1128)

FuotaTask* (p. 1127)

WirelessGateway (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)
SidewalkAccount (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)

リソースログレベルを取得する
GetResourceLogLevel
許可を付与

読み取り

CUPS プロトコル接続または
GetServiceEndpoint
LoRaWAN Network Server (LNS)
プロトコル接続用のカスタマー
アカウント固有のエンドポイン
トを取得し、必要に応じて PEM
形式のサーバー信頼証明書を取
得する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ServiceProfile を取得する許可を
GetServiceProfile 付与

読み取り

ServiceProfile* (p. 1127)

WirelessDevice を取得する許可
GetWirelessDevice
を付与

読み取り

WirelessDevice* (p. 1127)

指定された WirelessDevice の統
GetWirelessDeviceStatistics
計情報を取得する許可を付与

読み取り

WirelessDevice* (p. 1127)

WirelessGateway を取得する許
GetWirelessGateway
可を付与

読み取り

WirelessGateway* (p. 1127)

WirelessGateway に関連付けら
GetWirelessGatewayCertificate
れた IoT Core Identity 証明書 ID
を取得する許可を付与

読み取り

WirelessGateway* (p. 1127)

WirelessGateway の Current
GetWirelessGatewayFirmwareInformation
ファームウェアバージョンおよ
びその他の情報の取得する許可
を付与

読み取り

WirelessGateway* (p. 1127)

指定された WirelessGateway の
GetWirelessGatewayStatistics
統計情報を取得する許可を付与

読み取り

WirelessGateway* (p. 1127)

指定された WirelessGateway の
GetWirelessGatewayTask
タスクを取得するためのアクセ
ス許可を付与

読み取り

WirelessGateway* (p. 1127)

指定された WirelessGateway タ
GetWirelessGatewayTaskDefinition
スク定義を取得するためのアク
セス許可を付与

読み取り

WirelessGatewayTaskDefinition* (p. 1127)

AWS アカウント に基づいて、利
ListDestinations 用可能な Destinations の情報を
一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利 読み取り
ListDeviceProfiles用可能な DeviceProfiles の情報を
一覧表示する許可を付与
AWS アカウント に基づいて、利
ListEventConfigurations
用可能なイベント設定の情報を
一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利
用可能な FuotaTasks の情報を一
覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利
ListMulticastGroups
用可能な MulticastGroups の情報
を一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づい
ListMulticastGroupsByFuotaTask
て、FuotaTask によって利用可
能な MulticastGroup の情報を一
覧表示するアクセス許可を付与

読み取り

ListFuotaTasks
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウント に基
ListNetworkAnalyzerConfigurations
づいて、利用可能な
NetworkAnalyzerConfiguration の
情報を一覧表示する許可を付与

読み取り

利用可能なパートナーアカウン
ListPartnerAccounts
トを一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいた利用
ListPositionConfigurations
可能なポジション設定の情報を
一覧表示する許可の付与

読み取り

QueuedMessages を一覧表示す
ListQueuedMessages
る許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利
ListServiceProfiles用可能な ServiceProfile の情報を
一覧表示する許可を付与

読み取り

指定されたリソースのすべての
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み取り

依存アク
ション

Destination (p. 1127)
DeviceProfile (p. 1127)
FuotaTask (p. 1127)
MulticastGroup (p. 1128)
NetworkAnalyzerConfiguration (p. 1128)
ServiceProfile (p. 1127)
SidewalkAccount (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)
WirelessGatewayTaskDefinition (p. 1127)

AWS アカウント に基づいて、利
ListWirelessDevices
用可能な WirelessDevice の情報
を一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利
ListWirelessGatewayTaskDefinitions
用可能な WirelessGateway タス
ク定義の情報を一覧表示する許
可を付与

読み取り

AWS アカウント に基づいて、利
ListWirelessGateways
用可能な WirelessGateway の情
報を一覧表示する許可を付与

読み取り

特定リソースのポジション設定
PutPositionConfiguration
を指定する許可の付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースログレベルを取得する
PutResourceLogLevel
許可を付与

書き込み

すべてのリソースログレベルを
ResetAllResourceLogLevels
リセットする許可を付与

書き込み

リソースログレベルをリセット
ResetResourceLogLevel
する許可を付与

書き込み

MulticastGroup にデータを送信
SendDataToMulticastGroup
するアクセス許可を付与

書き込み

MulticastGroup* (p. 1128)

復号化されたアプリケーション
SendDataToWirelessDevice
データフレームをターゲットデ
バイスに送信する許可を付与

書き込み

WirelessDevice* (p. 1127)

ワイヤレスデバイスをマルチ
書き込み
StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
キャストグループに関連付ける
ためのアクセス許可を付与

MulticastGroup* (p. 1128)

ワイヤレスデバイスを
書き込み
StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
MulticastGroup から一括で関連
付け解除する権限を付与

MulticastGroup* (p. 1128)

依存アク
ション

WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)

WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)

FuoTask を開始するアクセス許
可を付与

書き込み

FuotaTask* (p. 1127)

MulticastGroup セッションを開
StartMulticastGroupSession
始するアクセス許可を付与

書き込み

MulticastGroup* (p. 1128)

NetworkAnalyzer ストリームを開
StartNetworkAnalyzerStream
始するアクセス許可を付与

書き込み

NetworkAnalyzerConfiguration* (p. 1128)

TagResource

タグ付け

Destination (p. 1127)

StartFuotaTask

指定されたリソースにタグを付
けるアクセス許可を付与

DeviceProfile (p. 1127)
FuotaTask (p. 1127)
MulticastGroup (p. 1128)
NetworkAnalyzerConfiguration (p. 1128)
ServiceProfile (p. 1127)
SidewalkAccount (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)
WirelessGatewayTaskDefinition (p. 1127)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1128)
aws:TagKeys (p. 1128)
プロビジョンドデバイスをシ
TestWirelessDevice
ミュレートして、「Hello」のペ
イロードのアップリンクデータ
を送信する許可を付与

書き込み

WirelessDevice* (p. 1127)

指定されたタグをリソースから
UntagResource 削除する許可を付与

タグ付け

Destination (p. 1127)
DeviceProfile (p. 1127)
FuotaTask (p. 1127)
MulticastGroup (p. 1128)
NetworkAnalyzerConfiguration (p. 1128)
ServiceProfile (p. 1127)
SidewalkAccount (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)
WirelessGatewayTaskDefinition (p. 1127)
aws:TagKeys (p. 1128)

送信先のリソースを更新する許
UpdateDestination可を付与

書き込み

Destination* (p. 1127)

リソースタイプ別にイベント設
UpdateEventConfigurationByResourceTypes
定を更新する許可を付与

書き込み

FuoTask を更新するアクセス許
UpdateFuotaTask可を付与

書き込み

リソースタイプ別にログレベル
UpdateLogLevelsByResourceTypes
を更新する許可を付与

書き込み

MultiCastGroup を更新するアク
UpdateMulticastGroup
セス許可を付与

書き込み

MulticastGroup* (p. 1128)

NetworkAnalyzer 設定を更新する
UpdateNetworkAnalyzerConfiguration
アクセス許可を付与

書き込み

NetworkAnalyzerConfiguration* (p. 1128)

FuotaTask* (p. 1127)

WirelessDevice* (p. 1127)
WirelessGateway* (p. 1127)

パートナーアカウントを更新す
UpdatePartnerAccount
る許可を付与

書き込み

SidewalkAccount* (p. 1127)

特定リソースのポジションを更
新する許可の付与

書き込み

WirelessDevice (p. 1127)

UpdatePosition
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

WirelessGateway (p. 1127)
識別子のイベント設定を更新す
UpdateResourceEventConfiguration
るアクセス許可を付与

書き込み

SidewalkAccount (p. 1127)
WirelessDevice (p. 1127)
WirelessGateway (p. 1127)

WirelessDevice リソースを更新
UpdateWirelessDevice
する許可を付与。

書き込み

WirelessDevice* (p. 1127)

WirelessGateway リソースを更
UpdateWirelessGateway
新する許可を付与

書き込み

WirelessGateway* (p. 1127)

AWS IoT Core for LoRaWAN によって定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1119)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
WirelessDevice

条件キー

arn:${Partition}:iotwireless:
${Region}:${Account}:WirelessDevice/
${WirelessDeviceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

arn:${Partition}:iotwireless:
WirelessGateway ${Region}:${Account}:WirelessGateway/
${WirelessGatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

DeviceProfile

arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:
${Account}:DeviceProfile/${DeviceProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

ServiceProfile

arn:${Partition}:iotwireless:
${Region}:${Account}:ServiceProfile/
${ServiceProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

Destination

arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:
${Account}:Destination/${DestinationName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

arn:${Partition}:iotwireless:
SidewalkAccount ${Region}:${Account}:SidewalkAccount/
${SidewalkAccountId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:
WirelessGatewayTaskDefinition
${Account}:WirelessGatewayTaskDefinition/
${WirelessGatewayTaskDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

FuotaTask

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:
${Account}:FuotaTask/${FuotaTaskId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

MulticastGroup arn:${Partition}:iotwireless:
${Region}:${Account}:MulticastGroup/
${MulticastGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

arn:${Partition}:iotwireless:${Region}:
NetworkAnalyzerConfiguration
${Account}:NetworkAnalyzerConfiguration/
${NetworkAnalyzerConfigurationName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1128)

thing

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thing/${ThingName}

cert

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:cert/${Certificate}

AWS IoT Core for LoRaWAN の条件キー
AWS IoT Core for LoRaWAN では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが IoT Wireless に対して行うリクエストに含まれる
タグキーによってアクセスをフィルタリング

文字列

IoT Wireless リソースにアタッチされているタグのタグキー
コンポーネントによってアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのタグ
キー名のリストによりアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT Device Tester のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS IoT Device Tester (サービスプレフィックス: iot-device-tester) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Device Tester で定義されるアクション (p. 1129)
• AWS IoT Device Tester で定義されるリソースタイプ (p. 1129)

1128

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS IoT Device Tester

• AWS IoT Device Tester の条件キー (p. 1130)

AWS IoT Device Tester で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CheckVersion

特定の製品、テストスイート、
およびデバイステスターバー
ジョンに互換性があるかどうか
をチェックするアクセス許可を
IoT Device Tester に付与

Read

互換性のあるテストスイートの
DownloadTestSuite
バージョンをダウンロードす
るアクセス許可を IoT Device
Tester に付与

Read

LatestIdt

IoT Device Tester が使用可能
なデバイステスターの最新バー
ジョンに関する情報を取得する
許可を付与

Read

SendMetrics

ユーザーに代わって IoT Device
Tester が使用状況メトリクスを
送信する許可を付与。

Write

サポートされている製品とテス
SupportedVersionトスイートのバージョンのリス
トを取得するアクセス許可を IoT
Device Tester に付与

依存アク
ション

Read

AWS IoT Device Tester で定義されるリソースタイプ
AWS IoT Device Tester では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。AWS IoT Device Tester へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。
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AWS IoT Device Tester の条件キー
IoT Device Tester には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS IoT Events のアクション、リソース、および条
件キー
AWS IoT Events (サービスプレフィックス: iotevents) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Events で定義されるアクション (p. 1130)
• AWS IoT Events で定義されるリソースタイプ (p. 1133)
• AWS IoT Events の条件キー (p. 1134)

AWS IoT Events で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS IoT Events に 1 つ以上の確
BatchAcknowledgeAlarm
認アクションリクエストを送信
する許可を付与

書き込み

alarmModel* (p. 1133)

AWS IoT Events システム内で検
BatchDeleteDetector
出器インスタンスを削除する許
可を付与します

書き込み

detectorModel* (p. 1133)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つまたは複数のアラームインス
BatchDisableAlarm
タンスを無効にする許可を付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

1 つまたは複数のアラームインス
BatchEnableAlarmタンスを有効にする許可を付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

AWS IoT Events システムに一連
BatchPutMessageのメッセージを送信する許可を
付与

Write

input* (p. 1133)

1 つまたは複数のアラームインス
BatchResetAlarm タンスをリセットする許可を付
与

Write

alarmModel* (p. 1133)

1 つまたは複数のアラームインス
BatchSnoozeAlarm
タンスをスヌーズモードに変更
する許可を付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

AWS IoT Events システム内で検
BatchUpdateDetector
出器インスタンスを更新する許
可を付与

Write

detectorModel* (p. 1133)

AWS IoT Events 入力属性または
CreateAlarmModelAWS IoT SiteWise アセットプロ
パティを監視するアラームモデ
ルを作成する許可を付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1134)
aws:TagKeys (p. 1134)

AWS IoT Events 入力属性を監視
CreateDetectorModel
するディテクタモデルを作成す
る許可を付与

Write

detectorModel* (p. 1133)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1134)
aws:TagKeys (p. 1134)

CreateInput

lotEvents に Input を作成する許
可を付与

Write

input* (p. 1133)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1134)
aws:TagKeys (p. 1134)

アラームモデルを削除する許可
DeleteAlarmModelを付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

検出器モデルを削除する許可を
DeleteDetectorModel
付与

Write

detectorModel* (p. 1133)

DeleteInput

入力を削除する許可を付与

Write

input* (p. 1133)

DescribeAlarm

アラームインスタンスについて
の情報を取得する許可を付与

Read

alarmModel* (p. 1133)

アラームモデルについての情報
DescribeAlarmModel
を取得する許可を付与

Read

alarmModel* (p. 1133)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検出器インスタンスについての
DescribeDetector 情報を取得する許可を付与

Read

detectorModel* (p. 1133)

検出器モデルについての情報を
DescribeDetectorModel
取得する許可を付与

読み取り

detectorModel* (p. 1133)

検出器モデルについての情報を
DescribeDetectorModelAnalysis
取得する許可を付与

読み取り

DescribeInput

Read

Input についての情報を取得する
許可を付与

input* (p. 1133)

AWS IoT Events ログオプション
DescribeLoggingOptions
の現在の設定を取得する許可を
付与

読み取り

ディテクターモデル分析結果を
GetDetectorModelAnalysisResults
取得する許可を付与

読み取り

アラームモデルのすべてのバー
ListAlarmModelVersions
ジョンを一覧表示する許可を付
与

リスト

作成したアラームモデルを一覧
ListAlarmModels 表示する許可を付与

リスト

ListAlarms

alarmModel ごとにすべてのア
ラームインスタンスについての
情報を取得する許可を付与。

リスト

alarmModel* (p. 1133)

検出器モデルのすべてのバー
ListDetectorModelVersions
ジョンを一覧表示する許可を付
与

リスト

detectorModel* (p. 1133)

作成した検出器モデルを一覧表
ListDetectorModels
示する許可を付与

リスト

ListDetectors

リスト

検出器モデルごとにすべての検
出器インスタンスについての情
報を取得する許可を付与

1 つまたは複数の入力ルーティン
ListInputRoutings グを一覧表示する許可を付与

リスト

ListInputs

リスト

作成した入力を一覧表示する許
可を付与

リソースに割り当てたタグ (メタ
ListTagsForResource
データ) を一覧表示する許可を付
与

Read

alarmModel* (p. 1133)

detectorModel* (p. 1133)

alarmModel (p. 1133)
detectorModel (p. 1133)
input (p. 1133)

AWS IoT Events ログオプション
PutLoggingOptions
を設定または更新する許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ディテクターモデル分析を開始
StartDetectorModelAnalysis
する許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

指定のリソースのタグを追加ま
たは変更する許可を付与。タグ
は、リソースを管理するために
使用できるメタデータです

依存アク
ション

alarmModel (p. 1133)
detectorModel (p. 1133)
input (p. 1133)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1134)
aws:TagKeys (p. 1134)

指定のタグ (メタデータ) をリ
UntagResource ソースから削除する許可を付与

タグ付け

alarmModel (p. 1133)
detectorModel (p. 1133)
input (p. 1133)
aws:TagKeys (p. 1134)

アラームモデルを更新する許可
UpdateAlarmModel
を付与

Write

alarmModel* (p. 1133)

検出器モデルを更新する許可を
UpdateDetectorModel
付与

Write

detectorModel* (p. 1133)

UpdateInput

Write

input* (p. 1133)

Write

input* (p. 1133)

入力を更新する許可を付与

入力ルーティングを更新する許
UpdateInputRouting
可を付与

AWS IoT Events で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1130)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

detectorModel

arn:${Partition}:iotevents:
${Region}:${Account}:detectorModel/
${DetectorModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1134)

alarmModel

arn:${Partition}:iotevents:${Region}:
${Account}:alarmModel/${AlarmModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1134)

input

arn:${Partition}:iotevents:${Region}:
${Account}:input/${InputName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1134)
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AWS IoT Events の条件キー
AWS IoT Events では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクションをフィルタリングしま
す

ArrayOfString

メッセージの instanceId（キー値）でアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

iotevents:keyValue

AWS IoT Fleet Hub for Device Management のアク
ション、リソース、および条件キー
AWS IoT Fleet Hub for Device Management (サービスプレフィックス: iotfleethub) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Fleet Hub for Device Management で定義されるアクション (p. 1134)
• AWS IoT Fleet Hub for Device Management で定義されるリソースタイプ (p. 1135)
• AWS IoT Fleet Hub for Device Management の条件キー (p. 1136)

AWS IoT Fleet Hub for Device Management で定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与。

書き込み

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

書き込み

application* (p. 1136)

アプリケーションを記述する許
DescribeApplication
可を付与

読み込み

application* (p. 1136)

すべてのアプリケーションを一
ListApplications 覧表示する許可を付与

リスト

リソースのすべてのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

読み込み

application (p. 1136)

TagResource

タグ付け

application (p. 1136)

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与します

依存アク
ション

aws:RequestTag/
sso:CreateManagedApplic
${TagKey} (p. 1136)
sso:DescribeRegisteredRe
aws:TagKeys (p. 1136)

sso:DeleteManagedApplic

aws:TagKeys (p. 1136)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1136)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

書き込み

application (p. 1136)
aws:TagKeys (p. 1136)
application* (p. 1136)

AWS IoT Fleet Hub for Device Management で定義されるリソー
スタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1134)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

application

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1136)

arn:${Partition}:iotfleethub:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationId}

AWS IoT Fleet Hub for Device Management の条件キー
AWS IoT Fleet Hub for Device Management では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の
条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞
り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクションをフィルタリングしま
す

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT のFleetWiseのアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS IoT FleetWise (サービスプレフィックス: iotfleetwise) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されていま
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWSIoT FleetWiseで定義されるアクション (p. 1136)
• AWS IoT FleetWiseで定義されるリソースタイプ (p. 1141)
• AWSIoT FleetWiseの条件キー (p. 1142)

AWSIoT FleetWiseで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された車両をフリートに関
AssociateVehicleFleet
連付けるアクセス許可を付与

書き込み

キャンペーンを作成する許可を
CreateCampaign 付与

書き込み

依存アク
ション

fleet* (p. 1141)
vehicle* (p. 1141)
fleet* (p. 1141)
signalcatalog* (p. 1141)
vehicle* (p. 1141)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

既存のモデルのデコーダーマニ
CreateDecoderManifest
フェストを作成するアクセス許
可を付与

書き込み

modelmanifest* (p. 1141)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

CreateFleet

フリートを作成する許可を付与

書き込み

signalcatalog* (p. 1141)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

モデルマニフェストの定義を作
CreateModelManifest
成する許可を付与

書き込み

signalcatalog* (p. 1141)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

シグナルカタログを作成する許
CreateSignalCatalog
可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

CreateVehicle

車両を作成するアクセス許可を
付与

書き込み

decodermanifest* (p. 1141)iot:CreateThing
iot:DescribeThing
modelmanifest* (p. 1141)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)
キャンペーンを削除する許可を
DeleteCampaign 付与

書き込み

campaign* (p. 1141)

指定されたデコーダマニフェス
DeleteDecoderManifest
トを削除するアクセス許可を付
与

書き込み

decodermanifest* (p. 1141)

DeleteFleet

フリートを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

fleet* (p. 1141)

指定されたモデルマニフェスト
DeleteModelManifest
を削除するアクセス許可を付与

書き込み

modelmanifest* (p. 1141)

特定の信号カタログを削除する
DeleteSignalCatalog
アクセス許可を付与

書き込み

signalcatalog* (p. 1141)

DeleteVehicle

車両を削除するアクセス許可を
付与

書き込み

vehicle* (p. 1141)

既存のフリートから車両の関連
DisassociateVehicleFleet
付けを解除するアクセス許可を
付与

書き込み

fleet* (p. 1141)

GetCampaign

特定のキャンペーンの概要情報
を取得するアクセス許可を付与

読み取り

campaign* (p. 1141)

特定のデコーダマニフェスト定
GetDecoderManifest
義の概要情報を取得するアクセ
ス許可を付与

読み取り

decodermanifest* (p. 1141)

GetFleet

読み取り

fleet* (p. 1141)

フリートの概要情報を取得する
許可を付与

vehicle* (p. 1141)

AWS アカウント のログ記録オプ
GetLoggingOptions
ションを取得するアクセス許可
を付与

読み取り

特定のモデルマニフェスト定義
GetModelManifestの概要情報を取得するアクセス
許可を付与

読み取り

IoT FleetWise でアカウント登録
GetRegisterAccountStatus
ステータスを取得するためのア
クセス許可を付与

読み取り

特定のシグナルカタログの概要
GetSignalCatalog 情報を取得するアクセス許可を
付与

読み取り

signalcatalog* (p. 1141)

GetVehicle

読み取り

vehicle* (p. 1141)

車両の概要情報を取得する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

特定の車両で実行されている
GetVehicleStatus キャンペーンのステータスを取
得する許可を付与

読み取り

vehicle* (p. 1141)

既存のデコーダーマニフェスト
ImportDecoderManifest
をインポートするためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

decodermanifest* (p. 1141)

既存の定義をインポートして、
ImportSignalCatalog
シグナルカタログを作成するア
クセス許可を付与

書き込み

ListCampaigns

読み取り

キャンペーンを一覧表示する許
可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

既存のデコーダーマニフェスト
ListDecoderManifestNetworkInterfaces
に関連付けられたネットワーク
インターフェイスを一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

decodermanifest* (p. 1141)

デコーダマニフェストシグナル
ListDecoderManifestSignals
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

decodermanifest* (p. 1141)

モデルマニフェストのオプショ
ListDecoderManifests
ンのフィルタを使用して、すべ
てのデコーダーマニフェストを
一覧表示するアクセス許可を付
与

読み取り

ListFleets

すべてのフリートを一覧表示す
るアクセス許可を付与

読み取り

指定された車両が関連付けられ
ListFleetsForVehicle
ているすべてのフリートを一覧
表示する許可を付与

読み取り

vehicle* (p. 1141)

指定されたモデルマニフェスト
ListModelManifestNodes
のすべてのノードを一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

modelmanifest* (p. 1141)

シグナルカタログにオプション
ListModelManifests
のフィルタを使用して、すべて
のモデルマニフェストを一覧表
示するアクセス許可を付与

読み取り

指定されたシグナルカタログの
ListSignalCatalogNodes
すべてのノードを一覧表示する
アクセス許可を付与

読み取り

すべてのシグナルカタログを一
ListSignalCatalogs覧表示するアクセス許可を付与

読み取り

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

decodermanifest (p. 1141)
fleet (p. 1141)
modelmanifest (p. 1141)
signalcatalog (p. 1141)
vehicle (p. 1141)
ListVehicles

モデルマニフェストのオプショ
ンのフィルタを使用して、すべ
ての車両をリストするアクセス
許可を付与

読み取り

指定されたフリート内の車両を
ListVehiclesInFleet一覧表示する許可を付与

読み取り

AWS アカウント のログ記録オプ
PutLoggingOptions
ションを配置するアクセス許可
を付与

書き込み

AWS アカウントIoT FleetWiseに
RegisterAccount 登録するアクセス許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを追加する許可
を付与

fleet* (p. 1141)

iam:PassRole
campaign (p. 1141)
decodermanifest (p. 1141)
fleet (p. 1141)
modelmanifest (p. 1141)
signalcatalog (p. 1141)
vehicle (p. 1141)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1142)
aws:TagKeys (p. 1142)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

campaign (p. 1141)
decodermanifest (p. 1141)
fleet (p. 1141)
modelmanifest (p. 1141)
signalcatalog (p. 1141)
vehicle (p. 1141)
aws:TagKeys (p. 1142)

指定されたキャンペーンを更新
UpdateCampaign する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

デコーダマニフェスト定義を更
UpdateDecoderManifest
新するアクセス許可を付与

書き込み

decodermanifest* (p. 1141)

UpdateFleet

フリートを更新する許可を付与

書き込み

fleet* (p. 1141)

指定されたモデルマニフェスト
UpdateModelManifest
定義を更新するアクセス許可を
付与

書き込み

modelmanifest* (p. 1141)

特定のシグナルカタログ定義を
UpdateSignalCatalog
更新するアクセス許可を付与

書き込み

signalcatalog* (p. 1141)

UpdateVehicle

書き込み

vehicle* (p. 1141)

車両を更新する許可を付与

decodermanifest (p. 1141)
modelmanifest (p. 1141)

iotfleetwise:UpdateToModelManifestArn

iotfleetwise:UpdateToDecoderManifestA

AWS IoT FleetWiseで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1136)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

campaign

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
${Account}:campaign/${CampaignName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
decodermanifest ${Account}:decoder-manifest/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)

fleet

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
${Account}:fleet/${FleetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)

modelmanifest

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
${Account}:model-manifest/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)

signalcatalog

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
${Account}:signal-catalog/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)

vehicle

arn:${Partition}:iotfleetwise:${Region}:
${Account}:vehicle/${VehicleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1142)
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AWSIoT FleetWiseの条件キー
AWS IoT FleetWise では、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

IoT FleetWise デコーダマニフェスト ARN のリストによって
iotfleetwise:UpdateToDecoderManifestArn
アクセスをフィルタリングします。

文字列

IoT FleetWise モデルマニフェスト ARN のリストによってア
iotfleetwise:UpdateToModelManifestArn
クセスをフィルタリングします。

文字列

AWS IoT Greengrass のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS IoT Greengrass (サービスプレフィックス: greengrass) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Greengrass で定義されるアクション (p. 1142)
• AWS IoT Greengrass で定義されるリソースタイプ (p. 1150)
• AWS IoT Greengrass の条件キー (p. 1152)

AWS IoT Greengrass で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ロールをグループに関連付ける
AssociateRoleToGroup
アクセス許可を付与 ロールのア
クセス許可では、Greengrass コ
ア Lambda 関数とコネクタに対
し、他の AWS のサービスでのア
クション実行を許可する必要が
あります

Write

ロールをアカウントに関連付け
AssociateServiceRoleToAccount
るアクセス許可を付与AWS IoT
Greengrass は、このロールを使
用して Lambda 関数と AWS IoT
リソースにアクセスします

Permissions
management

コネクタ定義を作成する許可を
CreateConnectorDefinition
付与

Write

依存アク
ション

group* (p. 1151)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

既存のコネクタ定義のバージョ
CreateConnectorDefinitionVersion
ンを作成する許可を付与

Write

コア定義を作成する許可を付与
CreateCoreDefinition

Write

connectorDefinition* (p. 1152)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

既存のコア定義のバー
CreateCoreDefinitionVersion
ジョンを作成する許可を付
与。Greengrass グループには、
それぞれ 1 つの Greengrass コ
アが含まれている必要がありま
す。

Write

coreDefinition* (p. 1151)

デプロイを作成する許可を付与
CreateDeployment

Write

group* (p. 1151)

デバイス定義を作成する許可を
CreateDeviceDefinition
付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

既存のデイバス定義のバージョ
CreateDeviceDefinitionVersion
ンを作成する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Lambda 関数とその設定のリス
Write
CreateFunctionDefinition
トを含むグループで使用される
Lambda 関数定義を作成する許可
を付与
既存の Lambda 関数定義のバー
CreateFunctionDefinitionVersion
ジョンを作成する許可を付与

書き込み

CreateGroup

書き込み

グループを作成するアクセス許
可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)
functionDefinition* (p. 1151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

グループの CA を作成、または既 Write
CreateGroupCertificateAuthority
存の CA をローテーションする許
可を付与

group* (p. 1151)

すでに定義されているグループ
CreateGroupVersion
のバージョンを作成する許可を
付与

Write

group* (p. 1151)

ロガー定義を作成する許可を付
CreateLoggerDefinition
与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

既存のロガー定義のバージョン
CreateLoggerDefinitionVersion
を作成する許可を付与

Write

グループ内で使用されるリソー
CreateResourceDefinition
スのリストを含むリソース定義
を作成する許可を付与

Write

既存のリソース定義のバージョ
CreateResourceDefinitionVersion
ンを作成する許可を付与

Write

Greengrass コアをトリガーして
CreateSoftwareUpdateJob
実行中のソフトウェアを更新す
る AWS IoT ジョブを作成するア
クセス許可を付与

Write

サブスクリプション定義を作成
CreateSubscriptionDefinition
する許可を付与

Write

loggerDefinition* (p. 1151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)
resourceDefinition* (p. 1151)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

既存のサブスクリプション定義
CreateSubscriptionDefinitionVersion
のバージョンを作成する許可を
付与

Write

subscriptionDefinition* (p. 1151)

コネクタ定義を削除する許可を
DeleteConnectorDefinition
付与

Write

connectorDefinition* (p. 1152)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コア定義を削除する許可を付
DeleteCoreDefinition
与。デプロイで現在使用されて
いる定義を削除すると、今後の
デプロイに影響します

Write

coreDefinition* (p. 1151)

デバイス定義を削除する許可を
DeleteDeviceDefinition
付与。デプロイで現在使用され
ている定義を削除すると、今後
のデプロイに影響します

Write

deviceDefinition* (p. 1151)

依存アク
ション

Lambda 関数定義を削除する許可 Write
DeleteFunctionDefinition
を付与。デプロイで現在使用さ
れている定義を削除すると、今
後のデプロイに影響します

functionDefinition* (p. 1151)

DeleteGroup

デプロイで現在使用されていな
いグループを削除する許可を付
与

Write

group* (p. 1151)

ロガー定義を削除する許可を付
DeleteLoggerDefinition
与。デプロイで現在使用されて
いる定義を削除すると、今後の
デプロイに影響します

Write

loggerDefinition* (p. 1151)

リソース定義を削除する許可を
DeleteResourceDefinition
付与

Write

resourceDefinition* (p. 1151)

サブスクリプション定義を削除
DeleteSubscriptionDefinition
する許可を付与。デプロイで現
在使用されている定義を削除す
ると、今後のデプロイに影響し
ます

Write

subscriptionDefinition* (p. 1151)

ロールのグループへの関連付け
DisassociateRoleFromGroup
を解除する許可を付与

Write

group* (p. 1151)

アカウントからサービスロール
DisassociateServiceRoleFromAccount
の関連付けを解除する許可を
付与。サービスロールがない場
合、デプロイは動作しません。

Write

Discover

Read

thing* (p. 1152)

グループに関連付けられている
GetAssociatedRole
ロールを取得する許可を付与

Read

group* (p. 1151)

一括デプロイのステータスを返
GetBulkDeploymentStatus
すアクセス許可を付与

Read

bulkDeployment* (p. 1151)

コアの接続情報を取得する許可
GetConnectivityInfo
を付与

Read

connectivityInfo* (p. 1150)

Greengrass コアに接続するため
に必要な情報を取得する許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

コネクタ定義に関する情報を取
GetConnectorDefinition
得する許可を付与

Read

connectorDefinition* (p. 1152)

コネクタ定義バージョンに関す
GetConnectorDefinitionVersion
る情報を取得する許可を付与

Read

connectorDefinition* (p. 1152)

コア定義に関する情報を取得す
GetCoreDefinitionる許可を付与

Read

coreDefinition* (p. 1151)

コア定義バージョンに関する情
GetCoreDefinitionVersion
報を取得する許可を付与

Read

coreDefinition* (p. 1151)

デプロイのステータスを返すア
GetDeploymentStatus
クセス許可を付与

Read

デバイス定義に関する情報を取
GetDeviceDefinition
得する許可を付与

Read

deviceDefinition* (p. 1151)

デバイス定義バージョンに関す
GetDeviceDefinitionVersion
る情報を取得する許可を付与

Read

deviceDefinition* (p. 1151)

Lambda 関数定義に関する情報
GetFunctionDefinition
(作成時刻や最新バージョンなど)
を取得する許可を付与

Read

functionDefinition* (p. 1151)

バージョンに含まれる Lambda
Read
GetFunctionDefinitionVersion
関数やその設定など、Lambda 関
数定義バージョンに関する情報
を取得する許可を付与

functionDefinition* (p. 1151)

GetGroup

group* (p. 1151)

グループに関する情報を取得す
る許可を付与

connectorDefinitionVersion* (p. 1152)

coreDefinitionVersion* (p. 1151)
deployment* (p. 1150)
group* (p. 1151)

deviceDefinitionVersion* (p. 1151)

Read

functionDefinitionVersion* (p. 1151)

グループに関連付けられた CA の Read
GetGroupCertificateAuthority
パブリックキーを返すアクセス
許可を付与

certificateAuthority* (p. 1150)

グループが使用する CA の設定を Read
GetGroupCertificateConfiguration
取得する許可を付与

group* (p. 1151)

グループのバージョンに関する
GetGroupVersion 情報を取得する許可を付与

Read

group* (p. 1151)

ロガー定義に関する情報を取得
GetLoggerDefinition
する許可を付与

Read

loggerDefinition* (p. 1151)

ロガー定義バージョンに関する
GetLoggerDefinitionVersion
情報を取得する許可を付与

Read

loggerDefinition* (p. 1151)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

リソース定義に関する情報 (作成
GetResourceDefinition
時刻や最新バージョンなど) を取
得する許可を付与

Read

resourceDefinition* (p. 1151)

バージョンに含まれるリソース
GetResourceDefinitionVersion
など、リソース定義バージョン
に関する情報を取得する許可を
付与

Read

resourceDefinition* (p. 1151)

アカウントにアタッチされてい
GetServiceRoleForAccount
るサービスのロールを取得する
許可を付与

Read

サブスクリプション定義に関す
GetSubscriptionDefinition
る情報を取得する許可を付与

Read

subscriptionDefinition* (p. 1151)

サブスクリプション定義バー
GetSubscriptionDefinitionVersion
ジョンに関する情報を取得する
許可を付与

Read

subscriptionDefinition* (p. 1151)

モノのランタイム設定を取得す
GetThingRuntimeConfiguration
る許可を付与

Read

thingRuntimeConfig* (p. 1152)

一括デプロイオペレーションで
ListBulkDeploymentDetailedReports
開始されたデプロイとそれら
の現在のデプロイステータスの
ページ分割リストを取得する許
可を付与

Read

bulkDeployment* (p. 1151)

一括デプロイのリストを取得す
ListBulkDeployments
る許可を付与

リスト

コネクタ定義のバージョンを一
ListConnectorDefinitionVersions
覧表示する許可を付与

リスト

コネクタ定義のリストを取得す
ListConnectorDefinitions
る許可を付与

リスト

コア定義のバージョンを一覧表
ListCoreDefinitionVersions
示する許可を付与

リスト

コア定義のリストを取得する許
ListCoreDefinitions可を付与

リスト

グループのすべてのデプロイの
ListDeployments リストを取得する許可を付与

リスト

group* (p. 1151)

デバイス定義のバージョンを一
ListDeviceDefinitionVersions
覧表示する許可を付与

リスト

deviceDefinition* (p. 1151)

デバイス定義のリストを取得す
ListDeviceDefinitions
る許可を付与

リスト

resourceDefinitionVersion* (p. 1152)

subscriptionDefinitionVersion* (p. 1151)

Lambda 関数定義のバージョンを リスト
ListFunctionDefinitionVersions
一覧表示する許可を付与
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coreDefinition* (p. 1151)

functionDefinition* (p. 1151)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Lambda 関数定義のリストを取得 リスト
ListFunctionDefinitions
する許可を付与
グループの現在の CA のリストを リスト
ListGroupCertificateAuthorities
取得する許可を付与

group* (p. 1151)

グループのバージョンを一覧表
ListGroupVersions示する許可を付与

リスト

group* (p. 1151)

ListGroups

グループのリストを取得する許
可を付与

リスト

ロガー定義のバージョンを一覧
ListLoggerDefinitionVersions
表示する許可を付与

リスト

ロガー定義のリストを取得する
ListLoggerDefinitions
許可を付与

リスト

リソース定義のバージョンを一
ListResourceDefinitionVersions
覧表示する許可を付与

リスト

リソース定義のリストを取得す
ListResourceDefinitions
る許可を付与

リスト

サブスクリプション定義のバー
ListSubscriptionDefinitionVersions
ジョンを一覧表示する許可を付
与

リスト

サブスクリプション定義のリス
ListSubscriptionDefinitions
トを取得する許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

Read

loggerDefinition* (p. 1151)

resourceDefinition* (p. 1151)

subscriptionDefinition* (p. 1151)

bulkDeployment (p. 1151)
connectorDefinition (p. 1152)
coreDefinition (p. 1151)
deviceDefinition (p. 1151)
functionDefinition (p. 1151)
group (p. 1151)
loggerDefinition (p. 1151)
resourceDefinition (p. 1151)
subscriptionDefinition (p. 1151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

グループのデプロイをリセット
ResetDeployments
する許可を付与
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group* (p. 1151)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 回のオペレーションで複数のグ
StartBulkDeployment
ループをデプロイする許可を付
与

Write

一括デプロイの実行を停止する
StopBulkDeployment
許可を付与

Write

bulkDeployment* (p. 1151)

TagResource

タグ付け

bulkDeployment (p. 1151)

リソースにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

connectorDefinition (p. 1152)
coreDefinition (p. 1151)
deviceDefinition (p. 1151)
functionDefinition (p. 1151)
group (p. 1151)
loggerDefinition (p. 1151)
resourceDefinition (p. 1151)
subscriptionDefinition (p. 1151)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1152)
aws:TagKeys (p. 1153)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

bulkDeployment (p. 1151)
connectorDefinition (p. 1152)
coreDefinition (p. 1151)
deviceDefinition (p. 1151)
functionDefinition (p. 1151)
group (p. 1151)
loggerDefinition (p. 1151)
resourceDefinition (p. 1151)
subscriptionDefinition (p. 1151)
aws:TagKeys (p. 1153)

Greengrass コアの接続情報を更
UpdateConnectivityInfo
新する許可を付与。このコアを
持つグループに属するすべての
デバイスは、コアの場所を見つ
けてそれに接続するためにこの
情報を受け取ります。
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connectivityInfo* (p. 1150)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

コネクタ定義を更新する許可を
UpdateConnectorDefinition
付与

Write

connectorDefinition* (p. 1152)

コア定義を更新する許可を付与
UpdateCoreDefinition

Write

coreDefinition* (p. 1151)

デバイス定義を更新する許可を
UpdateDeviceDefinition
付与

Write

deviceDefinition* (p. 1151)

Lambda 関数定義を更新する許可 Write
UpdateFunctionDefinition
を付与

functionDefinition* (p. 1151)

UpdateGroup

グループを更新する許可を付与

Write

group* (p. 1151)

グループの証明書の有効期限を
UpdateGroupCertificateConfiguration
更新する許可を付与

Write

group* (p. 1151)

ロガー定義を更新する許可を付
UpdateLoggerDefinition
与

Write

loggerDefinition* (p. 1151)

リソース定義を更新する許可を
UpdateResourceDefinition
付与

Write

resourceDefinition* (p. 1151)

サブスクリプション定義を更新
UpdateSubscriptionDefinition
する許可を付与

Write

subscriptionDefinition* (p. 1151)

モノのランタイム設定を更新す
UpdateThingRuntimeConfiguration
る許可を付与

Write

thingRuntimeConfig* (p. 1152)

AWS IoT Greengrass で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1142)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
connectivityInfo

条件キー

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/
connectivityInfo

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
certificateAuthority${Account}:/greengrass/groups/
${GroupId}/certificateauthorities/
${CertificateAuthorityId}
deployment

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}/
deployments/${DeploymentId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
bulkDeployment ${Account}:/greengrass/bulk/deployments/
${BulkDeploymentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

group

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

groupVersion

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/groups/${GroupId}/
versions/${VersionId}

coreDefinition

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/definition/cores/
${CoreDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
coreDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/cores/
${CoreDefinitionId}/versions/${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
deviceDefinition ${Account}:/greengrass/definition/devices/
${DeviceDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
deviceDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/devices/
${DeviceDefinitionId}/versions/${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
functionDefinition ${Account}:/greengrass/definition/functions/
${FunctionDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
functionDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/
functions/${FunctionDefinitionId}/versions/
${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
subscriptionDefinition
${Account}:/greengrass/definition/
subscriptions/${SubscriptionDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
subscriptionDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/
subscriptions/${SubscriptionDefinitionId}/
versions/${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
loggerDefinition ${Account}:/greengrass/definition/loggers/
${LoggerDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
loggerDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/loggers/
${LoggerDefinitionId}/versions/${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
resourceDefinition${Account}:/greengrass/definition/resources/
${ResourceDefinitionId}

1151

aws:ResourceTag/
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
resourceDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/
resources/${ResourceDefinitionId}/versions/
${VersionId}
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
connectorDefinition
${Account}:/greengrass/definition/
connectors/${ConnectorDefinitionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1152)

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
connectorDefinitionVersion
${Account}:/greengrass/definition/
connectors/${ConnectorDefinitionId}/
versions/${VersionId}
thing

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thing/${ThingName}

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
thingRuntimeConfig
${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/
runtimeconfig

AWS IoT Greengrass の条件キー
AWS IoT Greengrass では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:CurrentTime

現在の日付と時刻の日付/時刻条件に基づいてアクションを
フィルタリングする

日付

aws:EpochTime

エポックまたは Unix 時間の現在の日時の日付/時刻条件に基
づいてアクションをフィルタリングする

日付

リクエスト内の Multi-Factor Authentication (MFA) によって検
aws:MultiFactorAuthAge
証されたセキュリティ認証情報が MFA を使用して何秒前に
発行されたかに基づいてアクションをフィルタリングする

数値

現在のリクエストで一時的なセキュリティ認証情報を検証す
aws:MultiFactorAuthPresent
るために Multi-Factor Authentication (MFA) が使用されたかど
うかに基づいてアクションをフィルタリングする

Bool

aws:RequestTag/
${TagKey}

各必須タグで許可されている値のセットに基づいてアクショ
ンをフィルタリングする

文字列

リソースに関連付けられているタグ値に基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

リクエストが SSL を使用して送信されたかどうかに基づいて
aws:SecureTransportアクションをフィルタリングする
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:UserAgent

リクエスタのクライアントアプリケーションに基づいてアク
ションをフィルタリングする

文字列

AWS IoT Greengrass V2 のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS IoT Greengrass V2 (サービスプレフィックス: greengrass) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Greengrass V2 で定義されるアクション (p. 1153)
• AWS IoT Greengrass V2 で定義されるリソースタイプ (p. 1157)
• AWS IoT Greengrass V2 の条件キー (p. 1158)

AWS IoT Greengrass V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

ロールをアカウントに関連付
AssociateServiceRoleToAccount
けるアクセス許可を付与しま
す。AWSIoT Greengrass は、こ
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

経営へのア
クセス権

iam:PassRole
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

のロールを使用して Lambda 関
数と AWS IoT リソースにアクセ
スします
クライアントデバイスのリスト
BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice
をコアデバイスに関連付けるア
クセス許可を付与します。

書き込み

coreDevice* (p. 1158)

コアデバイスからクライアント
BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice
デバイスのリストの関連付けを
解除するアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

coreDevice* (p. 1158)

デプロイをキャンセルする許可
CancelDeployment
を付与

書き込み

deployment* (p. 1158)

iot:CancelJob
iot:DeleteThingShadow
iot:DescribeJob
iot:DescribeThing
iot:DescribeThingGroup
iot:GetThingShadow
iot:UpdateJob
iot:UpdateThingShadow

コンポーネントを作成する許可
CreateComponentVersion
を付与

書き込み

component* (p. 1157)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1158)
aws:TagKeys (p. 1158)

デプロイを作成する許可を付与
CreateDeployment

書き込み

aws:RequestTag/
iot:CancelJob
${TagKey} (p. 1158)
iot:CreateJob
aws:TagKeys (p. 1158)
iot:DeleteThingShadow
iot:DescribeJob
iot:DescribeThing
iot:DescribeThingGroup
iot:GetThingShadow
iot:UpdateJob
iot:UpdateThingShadow

コンポーネントを削除する許可
DeleteComponentを付与
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アクション

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS IoT のモノである AWS IoT
DeleteCoreDeviceGreengrass コアデバイスを削
除するアクセス許可を付与しま
す。この操作は、コアデバイス
のリストからコアデバイスを削
除します。この操作では AWS
IoT のモノは削除されません

書き込み

coreDevice* (p. 1158)

iot:DescribeJobExecution

デプロイを削除するアクセス許
DeleteDeployment可を付与。アクティブなデプロ
イを削除する前にキャンセルす
る必要があります

書き込み

deployment* (p. 1158)

iot:DeleteJob

コンポーネントのバージョンの
DescribeComponent
メタデータを取得する許可を付
与

読み込み

componentVersion* (p. 1157)

アカウントからサービスロール
DisassociateServiceRoleFromAccount
の関連付けを解除する許可を
付与。サービスロールがない場
合、デプロイは動作しません。

書き込み

コンポーネントのバージョンの
レシピを取得する許可を付与

読み込み

componentVersion* (p. 1157)

パブリックコンポーネントアー
GetComponentVersionArtifact
ティファクトをダウンロードす
るための署名付き URL を取得す
る許可を付与

読み込み

componentVersion* (p. 1157)

Greengrass コアデバイスの接続
GetConnectivityInfo
情報を取得する許可を付与

読み込み

connectivityInfo* (p. 1157) iot:GetThingShadow

AWS IoT Greengrass コアデバイ
スのメタデータを取得するアク
セス許可を付与します

読み込み

coreDevice* (p. 1158)

デプロイを取得する許可を付与

読み込み

deployment* (p. 1158)

GetComponent

GetCoreDevice

GetDeployment

説明

iot:DescribeJob
iot:DescribeThing
iot:DescribeThingGroup
iot:GetThingShadow

アカウントにアタッチされてい
GetServiceRoleForAccount
るサービスのロールを取得する
許可を付与

読み込み

AWS IoT Greengrass コアデバイ
ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice
ス関連付けられたクライエント
デバイスのページ分割されたリ
ストを取得する許可を付与しま
す。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンポーネントのすべてのバー
ListComponentVersions
ジョンのページ分割されたリス
トを取得する許可を付与

リスト

コンポーネント概要のページ分
ListComponents 割されたリストを取得する許可
を付与

リスト

AWS IoT Greengrass コアデバイ
ListCoreDevices スのページ分割されたリストを
取得するアクセス許可を付与し
ます

リスト

デプロイのページ分割されたリ
ListDeployments ストを取得する許可を付与

リスト

依存アク
ション

component* (p. 1157)

iot:DescribeJob
iot:DescribeThing
iot:DescribeThingGroup
iot:GetThingShadow

AWS IoT Greengrass が AWS
ListEffectiveDeployments
IoT Greengrass コアデバイスに
送信するデプロイジョブのペー
ジ分割されたリストを取得する
アクセス許可を付与します

リスト

coreDevice* (p. 1158)

iot:DescribeJob
iot:DescribeJobExecution
iot:DescribeThing
iot:DescribeThingGroup
iot:GetThingShadow

AWS IoT Greengrass コアデバイ
ListInstalledComponents
スが実行するコンポーネントの
ページ分割されたリストを取得
するアクセス許可を付与します

リスト

coreDevice* (p. 1158)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

component (p. 1157)
componentVersion (p. 1157)
coreDevice (p. 1158)
deployment (p. 1158)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1158)
aws:TagKeys (p. 1158)

デプロイのコンポーネント、
ResolveComponentCandidates
バージョン、およびプラット
フォームの要件を満たすコン
ポーネントを一覧表示する許可
を付与

リスト

componentVersion* (p. 1157)

TagResource

タグ付け

component (p. 1157)

リソースにタグを追加する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

componentVersion (p. 1157)
coreDevice (p. 1158)
deployment (p. 1158)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1158)
aws:TagKeys (p. 1158)
リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

component (p. 1157)
componentVersion (p. 1157)
coreDevice (p. 1158)
deployment (p. 1158)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1158)
aws:TagKeys (p. 1158)

Greengrass コアの接続情報を更
UpdateConnectivityInfo
新する許可を付与。このコアを
持つグループに属するすべての
デバイスは、コアの場所を見つ
けてそれに接続するためにこの
情報を受け取ります。

書き込み

connectivityInfo* (p. 1157) iot:GetThingShadow
iot:UpdateThingShadow

AWS IoT Greengrass V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1153)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
connectivityInfo
component

条件キー

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:/greengrass/things/${ThingName}/
connectivityInfo
arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:components:${ComponentName}

arn:${Partition}:greengrass:
componentVersion${Region}:${Account}:components:
${ComponentName}:versions:
${ComponentVersion}
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リソースタイプ ARN

条件キー

coreDevice

arn:${Partition}:greengrass:
${Region}:${Account}:coreDevices:
${CoreDeviceThingName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1158)

deployment

arn:${Partition}:greengrass:${Region}:
${Account}:deployments:${DeploymentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1158)

AWS IoT Greengrass V2 の条件キー
AWS IoT Greengrass V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアによってアクセスを
フィルタリングします。

文字列

特定のリソースに関連付けられているタグのキーおよび値の
ペアをチェックして、アクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーをチェックして、アクセスを
フィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT Jobs DataPlane のアクション、リソース、
および条件キー
AWS IoT Jobs DataPlane (サービスプレフィックス: iotjobsdata) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Jobs DataPlane で定義されるアクション (p. 1159)
• AWS IoT Jobs DataPlane で定義されるリソースタイプ (p. 1159)
• AWS IoT Jobs DataPlane の条件キー (p. 1160)
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AWS IoT Jobs DataPlane で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ジョブ実行を記述する許可を付
DescribeJobExecution
与

読み込み

終端状態にないモノのすべての
GetPendingJobExecutions
ジョブのリストを取得する許可
を付与

読み込み

thing* (p. 1159)

モノに対して保留中の次のジョ
StartNextPendingJobExecution
ブ実行を取得および開始する許
可を付与

書き込み

thing* (p. 1159)

ジョブ実行を更新する許可を付
UpdateJobExecution
与

書き込み

thing* (p. 1159)

依存アク
ション

thing* (p. 1159)
iot:JobId (p. 1160)

iot:JobId (p. 1160)

AWS IoT Jobs DataPlane で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1159)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
thing

条件キー

arn:${Partition}:iot:${Region}:
${Account}:thing/${ThingName}

1159

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWSIoT RoboRunner

AWS IoT Jobs DataPlane の条件キー
AWS IoT Jobs DataPlane では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

iot:JobId

iotjobsdata:DescribeJobExecution API および
iotjobsdata:UpdateJobExecution API の jobId でアクセスを
フィルタリングします

文字列

AWS IoT RoboRunnerのアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS IoT RoboRunner (サービスプレフィックス: iotroborunner) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWSIoT RoboRunnerで定義されるアクション (p. 1160)
• AWS IoT RoboRunnerで定義されるリソースタイプ (p. 1163)
• AWSIoT RoboRunnerの条件キー (p. 1164)

AWSIoT RoboRunnerで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateAction

アクションを作成する許可を付
与

書き込み

アクションテンプレートを作成
CreateActionTemplate
する許可を付与します。

書き込み

アクションテンプレート依存関
CreateActionTemplateDependency
係を作成するアクセス許可を付
与します。

書き込み

CreateActivity

アクティビティを作成する許可
を付与

書き込み

アクティビティ依存関係を作成
CreateActivityDependency
する許可を付与します。

書き込み

送信先を作成するアクセス権限
CreateDestinationを付与します。

書き込み

送信先関係を作成するアクセス
CreateDestinationRelationship
権限を付与します。

書き込み

CreateSite

サイトを作成する許可を付与し
ます。

書き込み

CreateTask

同期タスクを作成する許可を付
与します。

書き込み

同期タスクの依存関係を作成す
CreateTaskDependency
る許可を付与します。

書き込み

CreateWorker

ワーカーを作成するアクセス許
可を付与します。

書き込み

WorkerFleetResource* (p. 1164)

ワーカーフリートを作成する許
CreateWorkerFleet
可を付与します。

書き込み

SiteResource* (p. 1164)

DeleteAction

アクションを削除する許可を付
与

書き込み

ActionResource* (p. 1163)

アクションテンプレートを削除
DeleteActionTemplate
する権限を付与します。

書き込み

ActionTemplateResource* (p. 1163)

アクションテンプレート依存関
DeleteActionTemplateDependency
係を削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

DeleteActivity

アクティビティを削除する許可
を付与

書き込み

アクティビティ依存関係を削除
DeleteActivityDependency
する許可を付与します。

書き込み

送信先を削除する許可を付与し
DeleteDestination ます。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

送信先関係を削除する許可を付
DeleteDestinationRelationship
与します。

書き込み

DestinationRelationshipResource* (p. 1164)

DeleteSite

サイトを削除する許可を付与

書き込み

SiteResource* (p. 1164)

DeleteTask

同期タスクを削除する許可を付
与します。

書き込み

TaskResource* (p. 1164)

同期タスクを削除する許可を付
DeleteTaskDependency
与します。

書き込み

DeleteWorker

ワーカーを削除するアクセス許
可を付与します。

書き込み

WorkerResource* (p. 1164)

ワーカーフリートを削除する権
DeleteWorkerFleet限を付与します。

書き込み

WorkerFleetResource* (p. 1164)

GetAction

イベントアクションを取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

ActionResource* (p. 1163)

アクションテンプレートを取得
GetActionTemplate
するためのアクセス許可を付与
します。

読み取り

ActionTemplateResource* (p. 1163)

GetActivity

アクティビティを取得するため
のアクセス許可を付与します。

読み取り

ActivityResource* (p. 1164)

GetDestination

送信先を取得する許可を付与し
ます。

読み取り

DestinationResource* (p. 1164)

送信先関係を取得するアクセス
GetDestinationRelationship
許可を付与します。

読み取り

DestinationRelationshipResource* (p. 1164)

GetSite

サイト を取得するためのアクセ
ス許可を付与します。

読み取り

SiteResource* (p. 1164)

GetTask

タスク を取得するためのアクセ
ス許可を付与します。

読み取り

TaskResource* (p. 1164)

GetWorker

ワーカーを取得する許可を付与
します。

読み取り

WorkerResource* (p. 1164)

ワーカーフリートを取得するア
GetWorkerFleet クセス許可を付与します。

読み取り

WorkerFleetResource* (p. 1164)

アクションテンプレートを一覧
ListActionTemplates
表示する許可を付与します。

読み取り

ListActions

アクションを一覧表示する許可
を付与

読み取り

ListActivities

アクティビティを一覧表示する
許可を付与します。

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

送信先の関係を一覧表示するア
ListDestinationRelationships
クセス許可を付与します。

読み取り

送信先を一覧表示するアクセス
ListDestinations 権限を付与します。

読み取り

ListSites

サイトを一覧表示する許可を付
与します。

読み取り

ListTasks

タスクを一覧表示する許可を付
与

読み取り

ワーカーフリートを一覧表示す
ListWorkerFleets る権限を付与します。

読み取り

SiteResource* (p. 1164)

ListWorkers

ワーカーを一覧表示する権限を
付与します。

読み取り

SiteResource* (p. 1164)

アクション状態を更新する許可
UpdateActionStateを付与します。

書き込み

ActionResource* (p. 1163)

UpdateActivity

アクティビティを更新する許可
を付与します。

書き込み

ActivityResource* (p. 1164)

送信先を更新する許可を付与し
UpdateDestinationます。

書き込み

DestinationResource* (p. 1164)

UpdateSite

サイトを更新する許可を付与

書き込み

SiteResource* (p. 1164)

UpdateTask

タスクを更新するアクセス許可
を付与します。

書き込み

TaskResource* (p. 1164)

UpdateWorker

ワーカーを更新する許可を付与
します。

書き込み

WorkerResource* (p. 1164)

ワーカーフリートを更新する権
UpdateWorkerFleet
限を付与します。

書き込み

WorkerFleetResource* (p. 1164)

AWS IoT RoboRunnerで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1160)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
ActionResource ${Account}:action/${ActionId}

iotroborunner:ActionResourceId (p. 116

arn:${Partition}:iotroborunner:
ActionTemplateResource
${Region}:${Account}:action-template/
${ActionTemplateId}

iotroborunner:ActionTemplateResource
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
ActivityResource ${Account}:activity/${ActivityId}

iotroborunner:ActivityResourceId (p. 11

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
DestinationRelationshipResource
${Account}:destination-relationship/
${DestinationRelationshipId}

iotroborunner:DestinationRelationshipR

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
DestinationResource
${Account}:destination/${DestinationId}

iotroborunner:DestinationResourceId (p

SiteResource

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
${Account}:site/${SiteId}

iotroborunner:SiteResourceId (p. 1164)

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
TaggingResource ${Account}:tag/${TagKey}

iotroborunner:TaggingResourceTagKey

TaskResource

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
${Account}:task/${TaskId}

iotroborunner:TaskResourceId (p. 1165

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
WorkerFleetResource
${Account}:site/${SiteId}/worker-fleet/
${WorkerFleetId}

iotroborunner:WorkerFleetResourceId (

arn:${Partition}:iotroborunner:${Region}:
WorkerResource ${Account}:site/${SiteId}/worker-fleet/
${WorkerFleetId}/worker/${WorkerId}

iotroborunner:WorkerResourceId (p. 11

AWSIoT RoboRunnerの条件キー
AWS IoT RoboRunnerでは、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

アクションの識別子でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:ActionResourceId

文字列

アクションテンプレートの識別子によってアクセスをフィル
iotroborunner:ActionTemplateResourceId
タリングします。

文字列

アクティビティの 識別子 でアクセスをフィルタリングしま
iotroborunner:ActivityResourceId
す。

文字列

送信先関係の識別子によってアクセスをフィルタリングしま
iotroborunner:DestinationRelationshipResourceId
す。

文字列

送信先の 識別子 でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:DestinationResourceId

文字列

サイトの識別子でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:SiteResourceId

文字列
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条件キー

説明

タイプ

メタデータタグ名でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:TaggingResourceTagKey

文字列

タスクの 識別子 でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:TaskResourceId

文字列

ワーカーフリートの識別子でアクセスをフィルタリングしま
iotroborunner:WorkerFleetResourceId
す。

文字列

ワーカー識別子でアクセスをフィルタリングします。
iotroborunner:WorkerResourceId

文字列

AWS IoT SiteWise のアクション、リソース、および
条件キー
AWS IoT SiteWise (サービスプレフィックス: iotsitewise) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT SiteWise で定義されるアクション (p. 1165)
• AWS IoT SiteWise で定義されるリソースタイプ (p. 1171)
• AWS IoT SiteWise の条件キー (p. 1172)

AWS IoT SiteWise で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

階層によって子アセットを親ア
AssociateAssets セットに関連付けるアクセス許
可を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

時系列をアセットプロパティに
AssociateTimeSeriesToAssetProperty
関連付けるためのアクセス許可
を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

アセットをプロジェクトに関連
BatchAssociateProjectAssets
付けるアクセス許可を付与

書き込み

project* (p. 1172)

プロジェクトからアセットの関
BatchDisassociateProjectAssets
連付けを解除する許可を付与

書き込み

project* (p. 1172)

複数のアセットプロパティの計
BatchGetAssetPropertyAggregates
算された集計を取得するための
許可を付与

読み取り

asset (p. 1171)

複数のアセットプロパティの最
BatchGetAssetPropertyValue
新値を取得する許可を付与

読み取り

複数のアセットプロパティの値
BatchGetAssetPropertyValueHistory
履歴を取得する許可を付与

読み取り

アセットプロパティのプロパ
BatchPutAssetPropertyValue
ティ値を付けるアクセス許可を
付与

書き込み

ポータルまたはプロジェクトの
CreateAccessPolicy
アクセスポリシーを作成する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

timeseries* (p. 1171)

timeseries (p. 1171)
asset (p. 1171)
timeseries (p. 1171)
asset (p. 1171)
timeseries (p. 1171)
asset (p. 1171)
timeseries (p. 1171)
portal (p. 1172)
project (p. 1172)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)

CreateAsset

アセットモデルからアセットを
作成する許可を付与

書き込み

assetmodel* (p. 1171)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)

アセットモデルを作成する許可
CreateAssetModelを付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バルクインポートジョブを作成
CreateBulkImportJob
するアクセス許可を付与

書き込み

プロジェクト内でダッシュボー
CreateDashboard ドを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

project* (p. 1172)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)

ゲートウェイを作成する許可を
CreateGateway 付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)

CreatePortal

ポータルを作成する許可を付与

書き込み

CreateProject

ポータルにプロジェクトを作成
する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
sso:CreateManagedApplic
${TagKey} (p. 1172)
sso:DescribeRegisteredRe
aws:TagKeys (p. 1172)
portal* (p. 1172)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)

アクセスポリシーを削除する許
DeleteAccessPolicy
可を付与

書き込み

accesspolicy* (p. 1172)

DeleteAsset

アセットを削除する許可を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

アセットモデルを削除する許可
DeleteAssetModelを付与

書き込み

assetmodel* (p. 1171)

ダッシュボードを削除する許可
DeleteDashboard を付与

書き込み

dashboard* (p. 1172)

DeleteGateway

ゲートウェイを削除する許可を
付与

書き込み

gateway* (p. 1172)

DeletePortal

ポータルを削除する許可を付与

書き込み

portal* (p. 1172)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1172)

時系列を削除するアクセス許可
DeleteTimeSeriesを付与

書き込み

asset (p. 1171)

アクセスポリシーを記述する許
DescribeAccessPolicy
可を付与

読み込み

accesspolicy* (p. 1172)

DescribeAsset

読み込み

asset* (p. 1171)

アセットを記述する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アセットモデルを記述する許可
DescribeAssetModel
を付与

読み込み

assetmodel* (p. 1171)

アセットプロパティを記述する
DescribeAssetProperty
許可を付与

読み取り

asset* (p. 1171)

バルクインポートジョブを記述
DescribeBulkImportJob
するアクセス許可を付与

読み取り

ダッシュボードを記述する許可
DescribeDashboard
を付与

読み込み

AWS アカウント のデフォルトの
DescribeDefaultEncryptionConfiguration
暗号化設定を記述するアクセス
許可を付与

読み込み

ゲートウェイを記述する許可を
DescribeGateway 付与

読み込み

gateway* (p. 1172)

ゲートウェイの機能設定を記述
DescribeGatewayCapabilityConfiguration
する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1172)

AWS アカウント のログ記録オプ
DescribeLoggingOptions
ションを記述するアクセス許可
を付与

読み込み

DescribePortal

ポータルを記述する許可を付与

読み込み

portal* (p. 1172)

プロジェクトを記述する許可を
DescribeProject 付与

読み込み

project* (p. 1172)

AWS アカウント のストレージ設
DescribeStorageConfiguration
定を記述する許可を付与

読み込み

時系列を記述する許可を付与
DescribeTimeSeries

読み込み

子アセットを親アセットとの階
DisassociateAssets
層による関連付けから解除する
許可を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

アセットプロパティから時系列
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

asset* (p. 1171)

アセットプロパティの計算され
GetAssetPropertyAggregates
た集計を取得するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

アセットプロパティの最新値を
GetAssetPropertyValue
取得する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アセットプロパティの値履歴を
GetAssetPropertyValueHistory
取得する許可を付与

読み込み

アセットプロパティの補間値を
GetInterpolatedAssetPropertyValues
取得する許可を付与

読み込み

ID またはリソースのすべてのア
ListAccessPoliciesクセスポリシーを一覧表示する
許可を付与

リスト

すべてのアセットモデルを一覧
ListAssetModels 表示する許可を付与

リスト

アセットのアセットリレーショ
ListAssetRelationships
ンシップグラフを一覧表示する
許可を付与

リスト

asset* (p. 1171)

ListAssets

すべてのアセットを一覧表示す
る許可を付与

リスト

assetmodel (p. 1171)

階層別にアセットに関連付けら
ListAssociatedAssets
れているすべてのアセットを一
覧表示する許可を付与

リスト

asset* (p. 1171)

バルクインポートジョブを一覧
ListBulkImportJobs
表示するアクセス許可を付与

リスト

プロジェクト内のすべてのダッ
ListDashboards シュボードを一覧表示する許可
を付与

リスト

ListGateways

すべてのゲートウェイを一覧表
示する許可を付与

リスト

ListPortals

すべてのポータルを一覧表示す
る許可を付与

リスト

プロジェクトに関連付けられて
ListProjectAssets いるすべてのアセットを一覧表
示する許可を付与

リスト

project* (p. 1172)

ListProjects

リスト

portal* (p. 1172)

読み込み

accesspolicy (p. 1172)

ポータル内のすべてのプロジェ
クトを一覧表示する許可を付与

リソースのすべてのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

asset (p. 1171)
timeseries (p. 1171)
asset (p. 1171)
timeseries (p. 1171)
portal (p. 1172)
project (p. 1172)

project* (p. 1172)

asset (p. 1171)
assetmodel (p. 1171)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dashboard (p. 1172)
gateway (p. 1172)
portal (p. 1172)
project (p. 1172)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)
ListTimeSeries

時系列を一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

AWS アカウント のデフォルトの
PutDefaultEncryptionConfiguration
暗号化設定を設定するアクセス
許可を付与

書き込み

AWS アカウント のログ記録オプ
PutLoggingOptions
ションを設定するアクセス許可
を付与

書き込み

AWS アカウント のストレージ設
PutStorageConfiguration
定を設定する許可を付与

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

asset (p. 1171)

accesspolicy (p. 1172)
asset (p. 1171)
assetmodel (p. 1171)
dashboard (p. 1172)
gateway (p. 1172)
portal (p. 1172)
project (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1172)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

accesspolicy (p. 1172)
asset (p. 1171)
assetmodel (p. 1171)
dashboard (p. 1172)
gateway (p. 1172)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

portal (p. 1172)
project (p. 1172)
aws:TagKeys (p. 1172)
アクセスポリシーを更新する許
UpdateAccessPolicy
可を付与

書き込み

accesspolicy* (p. 1172)

UpdateAsset

アセットを更新する許可を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

アセットモデルを更新する許可
UpdateAssetModel
を付与

書き込み

assetmodel* (p. 1171)

AssetModel プロパティルーティ
UpdateAssetModelPropertyRouting
ングを更新するアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

assetmodel* (p. 1171)

アセットプロパティを更新する
UpdateAssetProperty
許可を付与

書き込み

asset* (p. 1171)

ダッシュボードを更新する許可
UpdateDashboardを付与

書き込み

dashboard* (p. 1172)

ゲートウェイを更新する許可を
UpdateGateway 付与

書き込み

gateway* (p. 1172)

ゲートウェイの機能設定を更新
UpdateGatewayCapabilityConfiguration
する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1172)

UpdatePortal

ポータルを更新する許可を付与

書き込み

portal* (p. 1172)

UpdateProject

プロジェクトを更新する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1172)

AWS IoT SiteWise で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1165)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

asset

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:asset/${AssetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

asset-model

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:asset-model/${AssetModelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

time-series

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:time-series/${TimeSeriesId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

gateway

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:gateway/${GatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

portal

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:portal/${PortalId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

project

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:project/${ProjectId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

dashboard

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:dashboard/${DashboardId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

access-policy

arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:
${Account}:access-policy/${AccessPolicyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1172)

AWS IoT SiteWise の条件キー
AWS IoT SiteWise では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

アセットの階層内のアセット ID の文字列であるアセット階層
iotsitewise:assetHierarchyPath
パスでアクセスをフィルタリング。各パスはスラッシュで区
切られます

文字列

親アセットに関連付けられている子アセットの ID でアクセス
iotsitewise:childAssetId
をフィルタリング

文字列

iotsitewise:group

AWS Single Sign-On グループの ID でアクセスをフィルタリ
ング

文字列

iotsitewise:iam

AWS IAM ID の ID でアクセスをフィルタリング

文字列

アセットプロパティに関連付けられている、または関連付け
iotsitewise:isAssociatedWithAssetProperty
られていないデータストリームによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

iotsitewise:portal

ポータルの ID でアクセスをフィルタリング

文字列

iotsitewise:project

プロジェクトの ID でアクセスをフィルタリング

文字列
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条件キー

説明

タイプ

プロパティエイリアスによってアクセスをフィルタリング
iotsitewise:propertyAlias
iotsitewise:propertyId
iotsitewise:user

文字列

アセットプロパティの ID でアクセスをフィルタリング

文字列

AWS Single Sign-On ユーザーの ID でアクセスをフィルタリ
ング

文字列

AWS IoT Things Graph のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS IoT Things Graph (サービスプレフィックス: iotthingsgraph) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IoT Things Graph で定義されるアクション (p. 1173)
• AWS IoT Things Graph で定義されるリソースタイプ (p. 1178)
• AWS IoT Things Graph の条件キー (p. 1178)

AWS IoT Things Graph で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

デバイスをユーザーのレジスト
AssociateEntityToThing
リにある具体的なモノに関連付
けます。一度に 1 つのモノを関
連付けることができるデバイス
は 1 つだけです。モノを新しい
デバイス ID に関連付けると、以
前の関連付けは削除されます。

書き込み

iot:DescribeThing

ワークフローテンプレートを作
CreateFlowTemplate
成します。ワークフローは、
ユーザーの名前空間でのみ作成
できます。(パブリック名前空間
にはエンティティのみが含まれ
ます。) ワークフローは、指定さ
れた名前空間内のエンティティ
のみを含めることができます。
ワークフローは、リクエストで
別のバージョンの名前空間が指
定されていない限り、最新バー
ジョンのユーザーの名前空間に
あるエンティティに対して検証
されます。

書き込み

指定された設定とモノを使用し
CreateSystemInstance
てシステムのインスタンスを作
成します。

書き込み

システムを作成します。システ
CreateSystemTemplate
ムは、リクエストで別のバー
ジョンの名前空間が指定され
ていない限り、最新バージョン
のユーザーの名前空間にあるエ
ンティティに対して検証されま
す。

書き込み

ワークフローを削除します。こ
DeleteFlowTemplate
のワークフローを含む新しいシ
ステムまたはシステムインスタ
ンスは、更新またはデプロイに
失敗します。ワークフローを含
む既存のシステムインスタンス
は、引き続き実行されます (シ
ステムインスタンスのデプロイ
時に作成されたワークフローの
スナップショットを使用するた
め)。

書き込み

指定された名前空間を削除しま
DeleteNamespaceす。このアクションは、名前空
間内のすべてのエンティティを
削除します。このアクションを

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

実行する前に、名前空間のシス
テムとフローを削除します。
システムインスタンスを削除し
DeleteSystemInstance
ます。デプロイされたことが
ないインスタンス、またはター
ゲットからデプロイ解除された
インスタンスのみを削除できま
す。ユーザーは、削除されたシ
ステムインスタンスと同じ ID を
持つ新しいシステムインスタン
スを作成できます。

書き込み

SystemInstance* (p. 1178)

システムを削除します。新しい
DeleteSystemTemplate
システムインスタンスには、削
除後にシステムを含めることは
できません。システムを含む既
存のシステムインスタンスは、
デプロイ時に作成されたシステ
ムのスナップショットを使用す
るため、引き続き機能します。

書き込み

System* (p. 1178)

CreateSystemInstance で指定さ
DeploySystemInstance
れたターゲットにシステムイン
スタンスをデプロイします。

書き込み

SystemInstance* (p. 1178)

指定されたワークフローを廃止
DeprecateFlowTemplate
にします。このアクションは、
ワークフローを削除対象とし
てマークします。廃止されたフ
ローはデプロイできませんが、
フローを使用する既存のシステ
ムインスタンスは引き続き実行
されます。

書き込み

Workflow* (p. 1178)

指定されたシステムを廃止しま
DeprecateSystemTemplate
す。

書き込み

System* (p. 1178)

最新バージョンのユーザーの
DescribeNamespace
名前空間と、追跡している公開
バージョンを取得します。

読み取り

デバイスエンティティと具体的
DissociateEntityFromThing
なモノの関連付けを解除しま
す。このアクションでは、特定
のタイプの 1 つのエンティティ
のみをモノに関連付けることが
できるため、関連付けを解除す
る必要があるエンティティのタ
イプのみを指定します。

書き込み

GetEntities

読み取り

指定されたエンティティの説明
を取得します。デフォルトで
は、最新バージョンのユーザー
の名前空間を使用します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された最新バージョ
GetFlowTemplate ンのワークフローの
DefinitionDocument および
FlowTemplateSummary を取得し
ます。

読み取り

Workflow* (p. 1178)

指定されたワークフローのリビ
読み取り
GetFlowTemplateRevisions
ジョンを取得します。最後の 100
個のリビジョンのみが保存され
ます。ワークフローが廃止され
た場合、このアクションは廃止
前に発生したリビジョンを返し
ます。このアクションは、削除
されたワークフローでは機能し
ません。

Workflow* (p. 1178)

名前空間の削除タスクのステー
GetNamespaceDeletionStatus
タスを取得します。

読み取り

システムインスタンスを取得し
GetSystemInstance
ます。

読み取り

SystemInstance* (p. 1178)

システムを取得します。
GetSystemTemplate

読み取り

System* (p. 1178)

指定されたシステムテンプレー
GetSystemTemplateRevisions
トに対して行われたリビジョン
を取得します。以前の 100 個
のリビジョンのみが保存され
ます。システムが廃止された
場合、このアクションは廃止
前に発生したリビジョンを返し
ます。このアクションは、削除
されたシステムでは機能しませ
ん。

読み取り

System* (p. 1178)

指定されたアップロードのス
GetUploadStatus テータスを取得します。

読み取り

1 つのワークフロー実行の詳細を
ListFlowExecutionMessages
一覧表示します。

リスト

特定のリソースのすべてのタグ
ListTagsForResource
を一覧表示します

リスト

SearchEntities

指定されたタイプのエンティ
ティを検索します。追跡してい
る自身の名前空間と公開されて
いる名前空間内のエンティティ
を検索できます。

読み取り

システムインスタンスのワーク
SearchFlowExecutions
フロー実行を検索します。

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークフローに関する概要情報
SearchFlowTemplates
を検索します。

読み取り

ユーザーのアカウントでシステ
SearchSystemInstances
ムインスタンスを検索します。

読み取り

ユーザーアカウントのシステ
SearchSystemTemplates
ムに関する概要情報を検索しま
す。ワークフローの ID でフィル
タリングして、指定したワーク
フローを使用するシステムのみ
を返すことができます。

読み取り

SearchThings

指定されたエンティティに関連
付けられたモノを検索します。
デバイスとデバイスモデルの両
方で検索できます。

読み取り

TagResource

指定されたリソースにタグを付
けます。

タグ付け

依存アク
ション

SystemInstance (p. 1178)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1178)
aws:TagKeys (p. 1178)

ターゲットからシステムイン
UndeploySystemInstance
スタンスと関連付けられたトリ
ガーを削除します。

書き込み

SystemInstance* (p. 1178)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除します。

タグ付け

SystemInstance (p. 1178)

指定されたワークフローを更新
UpdateFlowTemplate
します。ワークフローを使用
するデプロイ済みシステムおよ
びシステムインスタンスはすべ
て、再デプロイ時にフローの変
更を確認します。ワークフロー
は、指定された名前空間にエン
ティティのみを含めることがで
きます。

書き込み

Workflow* (p. 1178)

指定されたシステム更新しま
UpdateSystemTemplate
す。ワークフローの更新後にこ
のアクションを実行する必要は
ありません。システムを使用す
るシステムインスタンスは、再
デプロイ時にシステムの変更を
確認します。

書き込み

System* (p. 1178)

1 つまたは複数のエンティティ定
UploadEntityDefinitions
義をユーザーの名前空間に非同
期的にアップロードします。

書き込み
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AWS IoT Things Graph で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1173)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Workflow

arn:${Partition}:iotthingsgraph:${Region}:
${Account}:Workflow/${NamespacePath}

System

arn:${Partition}:iotthingsgraph:${Region}:
${Account}:System/${NamespacePath}

arn:${Partition}:iotthingsgraph:${Region}:
SystemInstance ${Account}:Deployment/${NamespacePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1178)

AWS IoT Things Graph の条件キー
AWS IoT Things Graph では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

ユーザーが thingsgraph サービスに対して行うリクエストに
含まれるキーによってアクセスがフィルタリングされます。

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

ユーザーが thingsgraph サービスに対して行うリクエストに
含まれるすべてのタグキー名のリストでアクセスをフィルタ
リングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS IoT TwinMakerの、アクション、リソース、およ
び条件キー
AWS IoT TwinMaker (サービスプレフィックス: iottwinmaker) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されていま
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWSIoT TwinMakerで定義されるアクション (p. 1179)
• AWS IoT TwinMakerで定義されるリソースタイプ (p. 1182)
• AWSIoT TwinMaker条件キー (p. 1182)

AWSIoT TwinMakerで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

複数の時系列プロパティの値を
BatchPutPropertyValues
設定するアクセス許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

iottwinmaker:GetCompone

workspace* (p. 1182)

iottwinmaker:GetEntity

iottwinmaker:GetWorkspa
entity (p. 1182)
ComponentType を作成するアク
CreateComponentType
セス許可を付与

書き込み

workspace* (p. 1182)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)

CreateEntity

エンティティを作成する許可を
付与

書き込み

workspace* (p. 1182)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)

CreateScene

シーンを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

workspace* (p. 1182)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークスペースを作成するアク
CreateWorkspaceセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)

ComponentType を削除するアク
DeleteComponentType
セス許可を付与

書き込み

DeleteEntity

エンティティを削除する許可を
付与

書き込み

シーン を削除する許可を付与

書き込み

DeleteScene

componentType* (p. 1182)
workspace* (p. 1182)
entity* (p. 1182)
workspace* (p. 1182)
scene* (p. 1182)
workspace* (p. 1182)

ワークスペースを削除するアク
DeleteWorkspace セス許可を付与

書き込み

workspace* (p. 1182)

コンポーネントタイプを取得す
GetComponentType
るためのアクセス許可を付与

読み取り

componentType* (p. 1182)

GetEntity

エンティティを取得するための
アクセス許可を付与

読み取り

プロパティの最新値を取得する
GetPropertyValue許可を付与

読み取り

workspace* (p. 1182)
entity* (p. 1182)
workspace* (p. 1182)
workspace* (p. 1182)

iottwinmaker:GetCompone
iottwinmaker:GetEntity

iottwinmaker:GetWorkspa
componentType (p. 1182)
entity (p. 1182)
時系列の値履歴を取得する許可
GetPropertyValueHistory
を付与

読み取り

workspace* (p. 1182)

iottwinmaker:GetCompone
iottwinmaker:GetEntity

iottwinmaker:GetWorkspa
componentType (p. 1182)
entity (p. 1182)
GetScene

GetWorkspace

シーンを得るためのアクセス許
可を付与

読み取り

ワークスぺースを取得する許可
を付与

読み取り

workspace* (p. 1182)

リスト

workspace* (p. 1182)

ワークスペース内のすべての
ListComponentTypes
ComponentTypes を一覧表示す
るアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListEntities

ワークスペース内のすべてのエ
ンティティを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

workspace* (p. 1182)

ListScenes

ワークスペース内のすべての
シーンを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

workspace* (p. 1182)

リソースのすべてのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与

リスト

componentType (p. 1182)

依存アク
ション

entity (p. 1182)
scene (p. 1182)
workspace (p. 1182)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1182)

全てのワークスペースを一覧表
ListWorkspaces 示するアクセス許可を付与

リスト

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

componentType (p. 1182)
entity (p. 1182)
scene (p. 1182)
workspace (p. 1182)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

componentType (p. 1182)
entity (p. 1182)
scene (p. 1182)
workspace (p. 1182)
aws:TagKeys (p. 1182)

コンポーネントタイプを更新す
UpdateComponentType
るためのアクセス許可を付与

書き込み

UpdateEntity

エンティティを更新する許可を
付与

書き込み

シーンを更新するアクセス許可
を付与

書き込み

UpdateScene
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークスペースを更新するアク
UpdateWorkspaceセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

workspace* (p. 1182)

AWS IoT TwinMakerで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1179)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

workspace

arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:
${Account}:workspace/${WorkspaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1182)

entity

arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:
${Account}:workspace/${WorkspaceId}/entity/
${EntityId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1182)

arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:
componentType ${Account}:workspace/${WorkspaceId}/
component-type/${ComponentTypeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1182)

scene

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1182)

arn:${Partition}:iottwinmaker:${Region}:
${Account}:workspace/${WorkspaceId}/scene/
${SceneId}

AWSIoT TwinMaker条件キー
AWS IoT TwinMakerでは、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS IQ のアクション、リソース、および条件キー
AWS IQ の許可 (サービスプレフィックス: iq) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、次のサービ
ス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IQ で定義されるアクション (p. 1183)
• AWS IQ で定義されるリソースタイプ (p. 1183)
• AWS IQ の条件キー (p. 1183)

AWS IQ で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateProject
[アクセス許可
のみ]

新しいプロジェクトリクエスト
を送信する許可を付与。

Write

依存アク
ション

AWS IQ で定義されるリソースタイプ
AWS IQ では、 IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポートされ
ていません。AWS IQ へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS IQ の条件キー
IQ には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーはあ
りません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に利
用可能なキーを参照してください。
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AWS IQ Permissions のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS IQ Permissions (サービスプレフィックス: iq-permission) では、IAM 許可ポリシーで使用できる
ように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS IQ Permissions で定義されるアクション (p. 1184)
• AWS IQ Permissions で定義されるリソースタイプ (p. 1184)
• AWS IQ Permissions の条件キー (p. 1185)

AWS IQ Permissions で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクセス許可を承認する許可を
ApproveAccessGrant
付与。
[アクセス許可
のみ]

依存アク
ション

Write

AWS IQ Permissions で定義されるリソースタイプ
AWS IQ Permissions では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。AWS IQ Permissions へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。
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AWS IQ Permissions の条件キー
IQ のアクセス許可には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Kendra のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Kendra（サービスプレフィックス: kendra）では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kendra で定義されるアクション (p. 1185)
• Amazon Kendra で定義されるリソースタイプ (p. 1191)
• Amazon Kendra の条件キー (p. 1191)

Amazon Kendra で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インデックスにプリンシパル
AssociateEntitiesToExperience
マッピングを配置する許可を付
与

書き込み

Amazon Kendra エクスペリエン
AssociatePersonasToEntities
スへのアクセス権のある AWS
SSO アイデンティティソースの

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ユーザーまたはグループに対し
て、特定のアクセス許可を定義
します
ドキュメントを一括で削除する
BatchDeleteDocument
許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)

ドキュメントのステータスを
BatchGetDocumentStatus
バッチ取得する許可を付与

読み込み

index* (p. 1191)

ドキュメントを一括で配置する
BatchPutDocument
許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)

これまでに生成されたインデッ
ClearQuerySuggestions
クスの候補をクリアする許可を
付与

書き込み

index* (p. 1191)

データソースを作成する権限を
CreateDataSource付与

書き込み

index* (p. 1191)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

検索アプリケーションなどの
CreateExperienceAmazon Kendra エクスペリエン
スを作成します

書き込み

index* (p. 1191)

CreateFaq

書き込み

index* (p. 1191)

よくある質問を作成する許可を
付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

CreateIndex

インデックスを作成する許可を
付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

QuerySuggestions ブロックリス
CreateQuerySuggestionsBlockList
トを作成する許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

CreateThesaurus

類語辞典を作成する許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

データソースを削除する権限を
DeleteDataSource付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
index* (p. 1191)

検索アプリケーションなどの
DeleteExperience Amazon Kendra エクスペリエン
スを削除します

書き込み

DeleteFaq

よくある質問を削除する許可を
付与

書き込み

インデックスを削除する許可を
付与

書き込み

index* (p. 1191)

インデックスからプリンシパル
DeletePrincipalMapping
マッピングを削除する許可を付
与

書き込み

index* (p. 1191)

QuerySuggestions ブロックリス
DeleteQuerySuggestionsBlockList
トを削除する許可を付与

書き込み

DeleteIndex

DeleteThesaurus

類語辞典を削除する許可を付与

experience* (p. 1191)
index* (p. 1191)
faq* (p. 1191)
index* (p. 1191)

datasource (p. 1191)
index* (p. 1191)
querysuggestionsblocklist* (p. 1191)
書き込み

index* (p. 1191)
thesaurus* (p. 1191)

データソースを記述する権限を
DescribeDataSource
付与します

読み込み

datasource* (p. 1191)
index* (p. 1191)

検索アプリケーションなどの
DescribeExperience
Amazon Kendra エクスペリエン
スに関する情報を取得します

読み込み

DescribeFaq

よくある質問を記述する許可を
付与

読み込み

インデックスを記述する許可を
付与

読み込み

index* (p. 1191)

インデックスからプリンシパル
DescribePrincipalMapping
マッピングを記述する許可を付
与

読み込み

index* (p. 1191)

QuerySuggestions ブロックリス
DescribeQuerySuggestionsBlockList
トを記述する許可を付与

読み込み

DescribeIndex
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インデックスのクエリ候補設定
DescribeQuerySuggestionsConfig
を記述する許可を付与

読み込み

index* (p. 1191)

類語辞典を記述する許可を付与
DescribeThesaurus

読み込み

index* (p. 1191)
thesaurus* (p. 1191)

AWS SSO アイデンティティソー 書き込み
DisassociateEntitiesFromExperience
スのユーザーまたはグループに
対して、Amazon Kendra エクス
ペリエンスからのアクセスを防
ぎます。

experience* (p. 1191)

Amazon Kendra エクスペリエン
DisassociatePersonasFromEntities
スへのアクセス権のある AWS
SSO アイデンティティソースの
ユーザーまたはグループに対し
て、特定の許可を削除します

書き込み

experience* (p. 1191)

クエリプレフィックスの候補を
GetQuerySuggestions
取得する許可を付与

読み込み

index* (p. 1191)

GetSnapshots

読み込み

index* (p. 1191)

リスト

datasource* (p. 1191)

検索メトリクスデータを取得し
ます

データソース同期ジョブの履歴
ListDataSourceSyncJobs
を取得する許可を付与

index* (p. 1191)

index* (p. 1191)

index* (p. 1191)
データソースを一覧表示する許
ListDataSources 可を付与

リスト

index* (p. 1191)

Amazon Kendra エクスペリエ
ListEntityPersonasンスへのアクセス権のあるユー
ザーおよびグループの特定の許
可を一覧表示します

リスト

experience* (p. 1191)
index* (p. 1191)

Amazon Kendra エクスペリエン リスト
ListExperienceEntities
スへのアクセス権を付与された
AWS SSO アイデンティティソー
スのユーザーまたはグループを
一覧表示します

experience* (p. 1191)

1 つ以上の Amazon Kendra エ
ListExperiences クスペリエンスを一覧表示しま
す。検索アプリケーションなど
の Amazon Kendra エクスペリエ
ンスを作成できます

リスト

index* (p. 1191)

ListFaqs

リスト

index* (p. 1191)

リスト

index* (p. 1191)

よくある質問を一覧表示する許
可を付与

注文 ID よりも古いグループを一
ListGroupsOlderThanOrderingId
覧表示する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
datasource (p. 1191)

ListIndices

インデックスを一覧表示する許
可を付与

リスト

QuerySuggestions ブロックリス
ListQuerySuggestionsBlockLists
トを一覧表示する許可を付与

リスト

index* (p. 1191)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

datasource (p. 1191)
faq (p. 1191)
index (p. 1191)
querysuggestionsblocklist (p. 1191)
thesaurus (p. 1191)

ListThesauri

類語辞典を一覧表示する許可を
付与

リスト

index* (p. 1191)

インデックスにプリンシパル
PutPrincipalMapping
マッピングを配置する許可を付
与

書き込み

index* (p. 1191)

Query

ドキュメントとよくある質問を
クエリする許可を付与

読み込み

index* (p. 1191)

データソース同期ジョブを開始
StartDataSourceSyncJob
する許可を付与

書き込み

datasource* (p. 1191)

datasource (p. 1191)

index* (p. 1191)
データソース同期ジョブを停止
StopDataSourceSyncJob
する許可を付与

書き込み

datasource* (p. 1191)
index* (p. 1191)

クエリ結果に関するフィード
SubmitFeedback バックを送信する許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)

TagResource

タグ付け

datasource (p. 1191)

指定されたキーと値のペアでリ
ソースにタグを付けるアクセス
許可を付与する

faq (p. 1191)
index (p. 1191)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

querysuggestionsblocklist (p. 1191)
thesaurus (p. 1191)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)
所与のキーを持つタグをリソー
UntagResource スから削除する許可を付与

タグ付け

datasource (p. 1191)
faq (p. 1191)
index (p. 1191)
querysuggestionsblocklist (p. 1191)
thesaurus (p. 1191)
aws:TagKeys (p. 1191)

データソースを更新する権限を
UpdateDataSource
付与

書き込み

datasource* (p. 1191)
index* (p. 1191)

検索アプリケーションなどの
UpdateExperienceAmazon Kendra エクスペリエン
スを更新します

書き込み

index* (p. 1191)

UpdateIndex

書き込み

index* (p. 1191)

QuerySuggestions ブロックリス
UpdateQuerySuggestionsBlockList
トを更新する許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)

インデックスのクエリ候補設定
UpdateQuerySuggestionsConfig
を更新する許可を付与

書き込み

index* (p. 1191)

類語辞典を更新する許可を付与
UpdateThesaurus

書き込み

index* (p. 1191)

インデックスを更新する許可を
付与
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Amazon Kendra で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1185)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

index

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1191)

data-source

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}/data-source/
${DataSourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1191)

faq

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}/faq/${FaqId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1191)

experience

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}/experience/
${ExperienceId}

thesaurus

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}/thesaurus/
${ThesaurusId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1191)

querysuggestionsblock-list

arn:${Partition}:kendra:${Region}:
${Account}:index/${IndexId}/
query-suggestions-block-list/
${QuerySuggestionsBlockListId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1191)

Amazon Kendra の条件キー
Amazon Kendra では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS Key Management Service のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Key Management Service (サービスプレフィックス: kms) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Key Management Service で定義されるアクション (p. 1192)
• AWS Key Management Service で定義されるリソースタイプ (p. 1201)
• AWS Key Management Service の条件キー (p. 1202)

AWS Key Management Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS KMS キーのスケジュール
CancelKeyDeletion
された削除をキャンセルする許
可を制御する

書き込み

依存アク
ション

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

カスタムキーストアを、それに
ConnectCustomKeyStore
関連付けられた AWS CloudHSM
クラスターに接続または再接続
するアクセス許可を制御します

書き込み

CreateAlias

書き込み

AWS KMS キーのエイリアスを
作成する許可を制御する。エイ
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リアスは KMS キーに関連付ける
ことができるオプションのわか
りやすい名前です

依存アク
ション

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

所有および管理している AWS
CreateCustomKeyStore
CloudHSM クラスターに関連付
けられているカスタムキースト
アを作成するアクセス許可を制
御します

書き込み

CreateGrant

経営へのア key* (p. 1201)
クセス権
kms:CallerAccount (p. 1202)

AWS KMS キーへの許可を追加
する許可を制御する。権限を使
用すると、キーポリシーまたは
IAM ポリシーを変更することな
く許可を追加できます

kms:CallerAccount
cloudhsm:DescribeCluster
(p. 1202)

iam:CreateServiceLinkedR

kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:GrantConstraintType (p. 1203)
kms:GranteePrincipal (p. 1203)

kms:GrantIsForAWSResource (p. 1203
kms:GrantOperations (p. 1203)
kms:RetiringPrincipal (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
CreateKey

データキーやその他の機密情報
を保護するために使用できる
AWS KMS キーを作成する許可
を制御する

書き込み

aws:ResourceTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 1202)
kms:PutKeyPolicy
aws:RequestTag/
${TagKey} (p.kms:TagResource
1202)
aws:TagKeys (p. 1202)
kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:KeySpec (p. 1203)
kms:KeyUsage (p. 1203)
kms:KeyOrigin (p. 1203)
kms:MultiRegion (p. 1203)
kms:MultiRegionKeyType (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Decrypt

AWS KMS キーで暗号化された
暗号化テキストを復号する許可
を制御する

書き込み

依存アク
ション

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)

kms:RecipientAttestation:ImageSha384
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
DeleteAlias

エイリアスを削除するアクセス
許可を制御します。エイリアス
は AWS KMS キーに関連付ける
ことができるオプションのわか
りやすい名前です

書き込み

alias* (p. 1201)
key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

カスタムキーストアを削除する
DeleteCustomKeyStore
アクセス許可を制御します

書き込み

AWS KMS キーにインポートし
DeleteImportedKeyMaterial
た暗号化マテリアルを削除する
許可を制御する。このアクショ
ンにより、キーは使用できなく
なります

書き込み

アカウントおよびリージョンの
DescribeCustomKeyStores
カスタムキーストアに関する詳
細情報を表示するアクセス許可
を制御します

読み込み

DescribeKey

読み込み

AWS KMS キーに関する詳細情
報を表示する許可を制御する

kms:CallerAccount (p. 1202)
key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
kms:CallerAccount (p. 1202)

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

DisableKey

AWS KMS キーを無効にする許
可を制御します。これにより、
暗号化オペレーションで使用さ
れなくなります

書き込み

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
書き込み

DisableKeyRotation
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カスタマー管理の AWS KMS
キーの自動ローテーションを無
効にする許可を制御する

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

関連付けられている AWS
DisconnectCustomKeyStore
CloudHSM クラスターからカス
タムキーストアを切断するアク
セス許可を制御します

書き込み

EnableKey

書き込み

AWS KMS キーの状態を有効へ
変更する許可を制御する。これ
により、KMS キーを暗号化オペ
レーションで使用することがで
きます

AWS KMS キーの暗号化マテリ
EnableKeyRotation
アルの自動ローテーションを有
効化する許可を制御する

依存アク
ション

kms:CallerAccount (p. 1202)

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

Encrypt

指定された AWS KMS キーを使
用してデータとデータキーを暗
号化する許可を制御する

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーを使用してデー
GenerateDataKeyタとデータキーを生成する許可
を制御する。データキーを使用
して、AWS KMS の外部のデー
タを暗号化できます

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)

kms:RecipientAttestation:ImageSha384
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
書き込み

GenerateDataKeyPair
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS KMS キーを使用してデー
タキーペアを生成する許可を制
御する

依存アク
ション

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:DataKeyPairSpec (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーを使用して
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
データとデータキーペア
を生成する許可を制御す
る。GenerateDataKeyPair オペ
レーションとは異なり、このオ
ペレーションは、暗号化された
プライベートキーを、プレーン
テキストコピーなしで返します

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:DataKeyPairSpec (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーを使用してデー
GenerateDataKeyWithoutPlaintext
タキーを生成する許可を制御
する。GenerateDataKey オペ
レーションとは異なり、このオ
ペレーションは、暗号化された
データキーを、データキーのプ
レーンテキストバージョンなし
で返します

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

GenerateMac

AWS KMS キーを使用してメッ
セージ認証コードを生成するア
クセス許可を制御します

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:MacAlgorithm (p. 1203)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

暗号化に関して安全なランダム
GenerateRandomなバイト列を AWS KMS から取
得するアクセス許可を制御しま
す

書き込み

GetKeyPolicy

読み込み

指定された AWS KMS キーの
キーポリシーを表示する許可を
制御する

依存アク
ション

kms:RecipientAttestation:ImageSha384

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

自動キーローテーションが AWS
GetKeyRotationStatus
KMS キーで有効になっているか
どうかを判断する許可を制御す
る

読み込み

パブリックキーとインポート
GetParametersForImport
トークンを含む、暗号化された
マテリアルをカスタマーマネー
ジドキーにインポートするため
に、必要なデータを取得するア
クセス許可を制御します

読み込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
kms:WrappingAlgorithm (p. 1204)
kms:WrappingKeySpec (p. 1204)

GetPublicKey

非対称 AWS KMS キーのパブ
リックキーをダウンロードする
許可を制御する

読み込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーに暗号化マテリ
ImportKeyMaterialアルをインポートする許可を制
御する

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ExpirationModel (p. 1203)
kms:ValidTo (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

ListAliases

アカウントに定義されているエ
イリアスを表示するアクセス許
可を制御します。エイリアスは
AWS KMS に関連付けることが
できるオプションのわかりやす
い名前です

リスト

ListGrants

AWS KMS キーのすべての許可
を表示する許可を制御する

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

kms:CallerAccount (p. 1202)

kms:GrantIsForAWSResource (p. 1203
kms:ViaService (p. 1204)
ListKeyPolicies AWS KMS キーのキーポリシー
の名前を表示する許可を制御す
る

リスト

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

ListKeys

アカウントのすべての AWS
KMS キーのキー ID と Amazon
リソースネーム (ARN) を表示す
る許可を制御する

AWS KMS キーにアタッチされ
ListResourceTagsているすべてのタグを表示する
許可を制御する

リスト

リスト

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

指定したプリンシパルが削除プ
ListRetirableGrants
リンシパルである権限付与を表
示するアクセス許可を制御しま
す。他のプリンシパルは権限付
与を解除し、このプリンシパル
は他の権限付与を解除する可能
性があります

リスト

PutKeyPolicy

経営へのア key* (p. 1201)
クセス権
kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck

指定された AWS KMS キーの
キーポリシーを置き換える許可
を制御する

key* (p. 1201)

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
AWS KMS 内のデータを復号化
ReEncryptFrom して再暗号化するプロセスの一
環として、データを復号化する
アクセス許可を制御します

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:ReEncryptOnSameKey (p. 1204)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ReEncryptTo

AWS KMS 内のデータを復号化
して再暗号化するプロセスの一
環として、データを暗号化する
アクセス許可を制御します

書き込み

依存アク
ション

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:EncryptionAlgorithm (p. 1202)
kms:EncryptionContext:
${EncryptionContextKey} (p. 1202)
kms:EncryptionContextKeys (p. 1202)
kms:ReEncryptOnSameKey (p. 1204)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

ReplicateKey

マルチリージョンのプライマリ
キーをレプリケートするアクセ
ス許可を制御します

書き込み

key* (p. 1201)

iam:CreateServiceLinkedR
kms:CreateKey
kms:PutKeyPolicy
kms:TagResource

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ReplicaRegion (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
RetireGrant

許可を無効にするアクセス許可
を制御します。RetireGrant オペ
レーションは、通常、タスクが
完了した後で、実行することを
許可された権限ユーザーによっ
て呼び出されます

Permissions key* (p. 1201)
management

RevokeGrant

許可を取り消す許可を制御しま
す。これは、その許可に依存す
るすべてのオペレーションの許
可を拒否します

経営へのア key* (p. 1201)
クセス権
kms:CallerAccount (p. 1202)

kms:GrantIsForAWSResource (p. 1203
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーの削除をスケ
ScheduleKeyDeletion
ジュールする許可を制御する

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

Sign

メッセージのデジタル署名を作
成する許可を制御します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:MessageType (p. 1203)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:SigningAlgorithm (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)
マルチリージョンキーを同期す
SynchronizeMultiRegionKey
る内部 API へのアクセスを制御
[アクセス許可
します
のみ]

書き込み

key* (p. 1201)

TagResource

タグ付け

key* (p. 1201)

AWS KMS キーにアタッチされ
ているタグを作成または更新す
る許可を制御する

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1202)
aws:TagKeys (p. 1202)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS KMS キーにアタッチされ
UntagResource ているタグを削除する許可を制
御する

タグ付け

key* (p. 1201)
aws:TagKeys (p. 1202)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

UpdateAlias

エイリアスを別の AWS KMS
キーに関連付けるアクセス
許可を制御する。エイリアス
は、KMS キーに関連付けること
ができるオプションのわかりや
すい名前です

書き込み

alias* (p. 1201)
key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)

カスタムキーストアのプロパ
UpdateCustomKeyStore
ティを変更する許可を制御しま
す

書き込み

AWS KMS キーの説明を削除ま
UpdateKeyDescription
たは変更する許可を制御する

書き込み

kms:CallerAccount (p. 1202)

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:ViaService (p. 1204)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マルチリージョンのプライマリ
UpdatePrimaryRegion
キーのプライマリリージョンを
更新するアクセス許可を制御し
ます

書き込み

依存アク
ション

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:PrimaryRegion (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

Verify

指定された AWS KMS キーを使
用してデジタル署名を検証する
許可を制御する

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:MessageType (p. 1203)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:SigningAlgorithm (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

VerifyMac

AWS KMS キーを使用してメッ
セージ認証コードを検証するア
クセス許可を制御します

書き込み

key* (p. 1201)
kms:CallerAccount (p. 1202)
kms:MacAlgorithm (p. 1203)
kms:RequestAlias (p. 1204)
kms:ViaService (p. 1204)

AWS Key Management Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1192)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

alias

arn:${Partition}:kms:${Region}:
${Account}:alias/${Alias}

key

arn:${Partition}:kms:${Region}:
${Account}:key/${KeyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1202)
kms:KeyOrigin (p. 1203)
kms:KeySpec (p. 1203)
kms:KeyUsage (p. 1203)
kms:MultiRegion (p. 1203)
kms:MultiRegionKeyType (p. 1204)
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リソースタイプ ARN

条件キー
kms:ResourceAliases (p. 1204)

AWS Key Management Service の条件キー
AWS Key Management Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値の両方に基づいて、指定した
AWS KMS オペレーションへのアクセスをフィルタリングし
ます

文字列

AWS KMS キーに割り当てられたタグに基づいて、指定され
た AWS KMS オペレーションへのアクセスをフィルタリング
する

文字列

リクエスト内のタグキーに基づいて、指定した AWS KMS オ
ペレーションへのアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リクエストの BypassPolicyLockoutSafetyCheck パラメー
kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck
タの値に基づいて、CreateKey オペレーションおよび
PutKeyPolicy オペレーションへのアクセスをフィルタリング
します

Bool

呼び出し側の AWS ID に基づいて、指定された AWS アカウ
ント KMS オペレーションへのアクセスをフィルタリングし
ます。この条件キーを使用して、単一のポリシーステートメ
ント内の AWS アカウント のすべての IAM ユーザーおよび
ロールへのアクセスを許可または拒否できます

文字列

kms:CustomerMasterKeySpec 条件キーは非推奨です。代わ
kms:CustomerMasterKeySpec
りに、kms:KeySpec 条件キーを使用します。

文字列

kms:CustomerMasterKeyUsage 条件キーは非推奨です。代わ
kms:CustomerMasterKeyUsage
りに、kms:KeyUsage 条件キーを使用します。

文字列

リクエストの KeyPairSpec パラメータの値
kms:DataKeyPairSpecに基づいて、GenerateDataKeyPair および
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext オペレーションへのア
クセスをフィルタリングします

文字列

リクエスト内の暗号化アルゴリズムの値に基づいて、暗号化
kms:EncryptionAlgorithm
オペレーションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

暗号化オペレーションの暗号化コンテキストに基づいて、対
kms:EncryptionContext:
称 AWS KMS キーへのアクセスをフィルタリングします。こ
${EncryptionContextKey}
の条件では、キーと値の各暗号化コンテキストペアのキーと
値を評価します。

文字列

暗号化オペレーションの暗号化コンテキストに基づいて、対
kms:EncryptionContextKeys
称 AWS KMS キーへのアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

kms:CallerAccount
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条件キー

説明

タイプ

この条件キーでは、キーと値の各暗号化コンテキストペアの
キーのみを評価します。
リクエストの ExpirationModel パラメータの値に基づい
kms:ExpirationModel て、ImportKeyMaterial オペレーションへのアクセスをフィル
タリングします

文字列

リクエストの許可の制約に基づいて、CreateGrant オペレー
kms:GrantConstraintType
ションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

指定された AWS のサービスからリクエストが送信されたと
kms:GrantIsForAWSResource
きに、CreateGrant オペレーションへのアクセスをフィルタ
リングします

Bool

権限のオペレーションに基づいて、CreateGrant オペレー
kms:GrantOperationsションへのアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

権限の被付与者プリンシパルに基づいて、CreateGrant オペ
kms:GranteePrincipalレーションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

kms:KeyOrigin

オペレーションによって作成された、またはオペレーショ
ンで使用される AWS KMS キーの Origin プロパティに基づ
いて、API オペレーションへのアクセスをフィルタリングす
る。これを使用して、CreateKey オペレーションまたは KMS
キーに対して認可されているオペレーションの承認を認定し
ます

文字列

kms:KeySpec

オペレーションによって作成される、またはオペレーション
で使用される AWS KMS キーの KeySpec プロパティに基づ
いて、API オペレーションへのアクセスをフィルタリングす
る。これを使用して、CreateKey オペレーションまたは KMS
キーリソースに対して認可されているオペレーションの承認
を認定します

文字列

kms:KeyUsage

オペレーションによって作成される、またはオペレーション
で使用される AWS KMS キーの KeyUsage プロパティに基づ
いて、API オペレーションへのアクセスをフィルタリングす
る。これを使用して、CreateKey オペレーションまたは KMS
キーリソースに対して認可されているオペレーションの承認
を認定します

文字列

kms:MacAlgorithm

リクエストの MacAlgorithm パラメータに基づい
て、GenerateMac オペレーションおよび VerifyMac オペレー
ションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

リクエストの MessageType パラメータの値に基づい
て、Sign オペレーションおよび Verify オペレーションへのア
クセスをフィルタリングします

文字列

オペレーションによって作成される、またはオペレーション
で使用される AWS KMS キーの MultiRegion プロパティに
基づいて、API オペレーションへのアクセスをフィルタリン
グする。これを使用して、CreateKey オペレーションまたは
KMS キーリソースに対して認可されているオペレーションの
承認を認定します

Bool

kms:MessageType
kms:MultiRegion
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条件キー

説明

タイプ

オペレーションによって作成される、またはオペレーション
kms:MultiRegionKeyType
で使用される AWS KMS キーの MultiRegionKeyType プロパ
ティに基づいて、API オペレーションへのアクセスをフィル
タリングする。これを使用して、CreateKey オペレーション
または KMS キーリソースに対して認可されているオペレー
ションの承認を認定します

文字列

リクエストの PrimaryRegion パラメータの値に基づい
kms:PrimaryRegion て、UpdatePrimaryRegion オペレーションへのアクセスを
フィルタリングします

文字列

暗号化オペレーションに使用されたのと同じ AWS KMSキー
kms:ReEncryptOnSameKey
を使用する場合に、ReEncrypt オペレーションへのアクセス
をフィルタリングする

Bool

リクエスト内の認証ドキュメントのイメージハッシュ
kms:RecipientAttestation:ImageSha384
に基づいて、Decrypt、GenerateDataKey、および
GenerateRandom オペレーションへのアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リクエストの ReplicaRegion パラメータの値に基づい
kms:ReplicaRegion て、ReplicateKey オペレーションへのアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

kms:RequestAlias

文字列

リクエスト内のエイリアスに基づいて、暗号化操
作、DescribeKey、および GetPublicKey へのアクセスをフィ
ルタリングします

AWS KMS キーに関連付けられたエイリアスに基づいて、指
kms:ResourceAliases定された AWS KMS オペレーションへのアクセスをフィルタ
リングする

ArrayOfString

権限の削除プリンシパルに基づいて、CreateGrant オペレー
kms:RetiringPrincipal ションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

リクエストの署名アルゴリズムに基づいて、Sign および
kms:SigningAlgorithmVerify オペレーションへのアクセスをフィルタリングします

文字列

kms:ValidTo

リクエストの ValidTo パラメータの値に基づい
て、ImportKeyMaterial オペレーションへのアクセスをフィル
タリングします。この条件キーを使用すると、指定した日付
までに期限が切れた場合にのみ、ユーザーがキーマテリアル
をインポートできるようになります

日付

kms:ViaService

プリンシパルに代わって行われたリクエストが指定された
AWS のサービスからのものである場合に、アクセスをフィル
タリングします

文字列

リクエストの WrappingAlgorithm パラメータの値に基づい
kms:WrappingAlgorithm
て、GetParametersForImport オペレーションへのアクセスを
フィルタリングします

文字列

リクエストの WrappingKeySpec パラメータの値に基づい
kms:WrappingKeySpec
て、GetParametersForImport オペレーションへのアクセスを
フィルタリングします

文字列
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Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のアク
ション、リソース、および条件キー
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) (サービスプレフィックス: cassandra) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるアクション (p. 1205)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるリソースタイプ (p. 1206)
• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の条件キー (p. 1207)

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Alter

キースペースまたはテーブルを
変更する許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

keyspace (p. 1207)
table (p. 1207)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1207)
aws:TagKeys (p. 1207)

Create

キースペースまたはテーブルを
作成する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

table (p. 1207)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1207)
aws:TagKeys (p. 1207)
Drop

キースペースまたはテーブルを
削除する許可を付与。

書き込み

keyspace (p. 1207)

Modify

テーブル内のデータを挿入、更
新、または削除する許可を付
与。

書き込み

table* (p. 1207)

Restore

バックアップからテーブルを復
元する許可を付与

書き込み

table* (p. 1207)

table (p. 1207)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1207)
aws:TagKeys (p. 1207)

Select

テーブルからデータを選択する
ためのアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

table* (p. 1207)

TagResource

キースペースまたはテーブルに
タグを付けるアクセス許可を付
与します。

タグ付け

keyspace (p. 1207)
table (p. 1207)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1207)
aws:TagKeys (p. 1207)

キースペースまたはテーブルの
UntagResource タグを削除する許可を付与。

タグ付け

keyspace (p. 1207)
table (p. 1207)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1207)
aws:TagKeys (p. 1207)

システムテーブル内のパーティ
UpdatePartitioner ショナーを更新するアクセス許
可を付与します

書き込み

table* (p. 1207)

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) で定義されるリ
ソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1205)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

keyspace

arn:${Partition}:cassandra:${Region}:
${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1207)

table

arn:${Partition}:cassandra:${Region}:
${Account}:/keyspace/${KeyspaceName}/table/
${TableName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1207)

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) の条件キー
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の
条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞
り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Kinesis のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Kinesis (サービスプレフィックス: kinesis) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kinesis で定義されるアクション (p. 1208)
• Amazon Kinesis で定義されるリソースタイプ (p. 1211)
• Amazon Kinesis の条件キー (p. 1211)
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Amazon Kinesis で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した Amazon Kinesis スト
AddTagsToStreamリームのタグを追加または更新
する許可を付与します 各スト
リームには、最大 10 個のタグを
追加できます

タグ付け

stream* (p. 1211)

CreateStream

Amazon Kinesis ストリームを作
成する許可を付与します

書き込み

stream* (p. 1211)

ストリームの保持期間 (データレ
DecreaseStreamRetentionPeriod
コードがストリームに追加され
てからアクセス可能な期間) を短
縮する許可を付与します

書き込み

stream* (p. 1211)

DeleteStream

書き込み

stream* (p. 1211)

Kinesis データストリームでスト
DeregisterStreamConsumer
リームコンシューマーの登録解
除する許可を付与します

書き込み

consumer* (p. 1211)

DescribeLimits

アカウントのシャード制限と使
用状況を説明する許可を付与し
ます

読み取り

指定されたストリームを説明す
DescribeStream る許可を付与します

読み取り

stream* (p. 1211)

登録済みストリームコンシュー
DescribeStreamConsumer
マーの説明を取得する許可を付
与します

読み取り

consumer* (p. 1211)

指定された Kinesis データスト
DescribeStreamSummary
リームの概要説明 (シャードリス

読み取り

stream* (p. 1211)

ストリーム、シャード、データ
を削除する許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トなし) を提供する許可を付与し
ます
拡張モニタリングを無効にする
DisableEnhancedMonitoring
許可を付与します

書き込み

シャードレベルメトリクスの拡
EnableEnhancedMonitoring
張 Kinesis データストリームモニ
タリングを有効にする許可を付
与します

書き込み

GetRecords

シャードからデータレコードを
取得するための許可を付与しま
す

読み取り

stream* (p. 1211)

シャードイテレーターを取得す
GetShardIterator る許可を付与します シャードイ
テレーターはリクエスタに返さ
れてから 5 分後に有効期限が切
れます

読み取り

stream* (p. 1211)

ストリームの保持期間 (データレ
IncreaseStreamRetentionPeriod
コードがストリームに追加され
てからアクセス可能な期間) を延
長する許可を付与します

書き込み

stream* (p. 1211)

ListShards

ストリーム内のシャードを一
覧表示する許可を付与し、各
シャードに関する情報を提供し
ます

リスト

拡張ファンアウトを使用して
ListStreamConsumers
Kinesis ストリームからデータ
を受け取るために登録されたス
トリームコンシューマーを一覧
表示する許可を付与し、各コン
シューマーに関する情報を提供
します

リスト

ListStreams

リスト

ストリームを一覧表示する許可
を付与します

stream* (p. 1211)

指定済み Amazon Kinesis スト
ListTagsForStream
リームのタグを一覧表示する許
可を付与します

読み取り

stream* (p. 1211)

MergeShards

書き込み

stream* (p. 1211)

ストリーム内で隣接する 2 つの
シャードをマージし、それらを
1 つのシャードに結合して、デー
タの取り込みと転送する場合の
ストリーム容量を減らす許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutRecord

プロデューサーから Amazon
Kinesis ストリームに単一のデー
タレコードを書き込む許可を付
与します

書き込み

stream* (p. 1211)

PutRecords

1 回の呼び出しで、プロデュー
サーから Amazon Kinesis スト
リームに複数のデータレコード
を書き込む許可を付与します
(PutRecords リクエストとも呼び
ます)

書き込み

stream* (p. 1211)

Kinesis データストリームでスト
RegisterStreamConsumer
リームコンシューマーを登録す
る許可を付与します

書き込み

stream* (p. 1211)

指定済み Kinesis データストリー
RemoveTagsFromStream
ムからタグを削除する許可を付
与します 削除済みタグは削除さ
れ、このオペレーションが正常
に完了した後は復元できません

タグ付け

stream* (p. 1211)

SplitShard

書き込み

stream* (p. 1211)

指定済みストリームの AWS
StartStreamEncryption
KMS キーを使用してサーバー側
の暗号化を有効化または更新す
る許可を付与します

書き込み

kmsKey* (p. 1211)

指定済ストリームに対するサー
StopStreamEncryption
バー側の暗号化を無効にする許
可を付与します

書き込み

ファンアウトを拡張した特定の
SubscribeToShardシャードのリスニング許可を付
与します

読み取り

指定済みストリームのシャード
UpdateShardCount
数を指定済みシャード数に更新
する許可を付与します

書き込み

データストリームのキャパシ
UpdateStreamMode
ティーモードを更新する許可を
付与します

書き込み

データの取り込みと転送する場
合のストリーム容量を増やすた
めに、Kinesis データストリー
ムでシャードを 2 つの新しい
シャードに分割する許可を付与
します
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Amazon Kinesis で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1208)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

stream

arn:${Partition}:kinesis:${Region}:
${Account}:stream/${StreamName}

consumer

arn:${Partition}:kinesis:
${Region}:${Account}:${StreamType}/
${StreamName}/consumer/${ConsumerName}:
${ConsumerCreationTimpstamp}

kmsKey

arn:${Partition}:kms:${Region}:
${Account}:key/${KeyId}

Amazon Kinesis の条件キー
Kinesis には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Kinesis Analytics のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Kinesis Analytics (サービスプレフィックス: kinesisanalytics) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kinesis Analytics で定義されるアクション (p. 1211)
• Amazon Kinesis Analytics で定義されるリソースタイプ (p. 1213)
• Amazon Kinesis Analytics の条件キー (p. 1213)

Amazon Kinesis Analytics で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションに入力を追加
AddApplicationInput
する許可を付与

書き込み

application* (p. 1213)

アプリケーションに出力を追加
AddApplicationOutput
する許可を付与

Write

application* (p. 1213)

アプリケーションにリファレン
AddApplicationReferenceDataSource
スデータソースを追加する許可
を付与

書き込み

application* (p. 1213)

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1213)
aws:TagKeys (p. 1214)

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

書き込み

application* (p. 1213)

アプリケーションで指定した出
DeleteApplicationOutput
力を削除する許可を付与

Write

application* (p. 1213)

アプリケーションの指定された
DeleteApplicationReferenceDataSource
リファレンスデータソースを削
除する許可を付与

書き込み

application* (p. 1213)

指定されたアプリケーションを
DescribeApplication
説明する許可を付与

読み取り

application* (p. 1213)

アプリケーションの入力スキー
DiscoverInputSchema
マを検出する許可を付与

読み取り

Kinesis Data Analytics コンソー
GetApplicationState
ルに、Kinesis Data Analytics
[アクセス許可
SQL ランタイムアプリケーショ
のみ]
ンのストリーム結果を表示する
アクセス許可を付与

読み取り

アカウントのアプリケーション
ListApplications を一覧表示する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションに関連付けら
ListTagsForResource
れているタグを取得する許可を
付与

Read

application* (p. 1213)

アプリケーションを起動する許
StartApplication 可を付与

Write

application* (p. 1213)

アプリケーションを停止する許
StopApplication 可を付与

Write

application* (p. 1213)

TagResource

タグ付け

application* (p. 1213)

アプリケーションにタグを追加
する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1213)
aws:TagKeys (p. 1214)

アプリケーションから指定した
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

書き込み

application* (p. 1213)
aws:TagKeys (p. 1214)
application* (p. 1213)

Amazon Kinesis Analytics で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1211)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

application

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1214)

arn:${Partition}:kinesisanalytics:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationName}

Amazon Kinesis Analytics の条件キー
Amazon Kinesis Analytics は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの値のセットによってアクセスをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグ値によってアクセスをフィル
タリング

文字列

リクエスト内の必須タグキーの存在によってアクセスをフィ
ルタリング

ArrayOfString

Amazon Kinesis Analytics V2 のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Kinesis Analytics V2 (サービスプレフィックス: kinesisanalytics) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kinesis Analytics V2 で定義されるアクション (p. 1214)
• Amazon Kinesis Analytics V2 で定義されるリソースタイプ (p. 1217)
• Amazon Kinesis Analytics V2 の条件キー (p. 1217)

Amazon Kinesis Analytics V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションに CloudWatch
AddApplicationCloudWatchLoggingOption
ログオプションを追加する許可
を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションに入力を追加
AddApplicationInput
する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションに入力処理設
AddApplicationInputProcessingConfiguration
定を追加する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションに出力を追加
AddApplicationOutput
する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションにリファレン
AddApplicationReferenceDataSource
スデータソースを追加する許可
を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションに VPC 設定を
AddApplicationVpcConfiguration
追加する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1217)
aws:TagKeys (p. 1217)

アプリケーションの拡張機能に
CreateApplicationPresignedUrl
接続するために使用できる URL
を作成して返すアクセス許可を
付与する

Read

application* (p. 1217)

アプリケーションのスナップ
CreateApplicationSnapshot
ショットを作成する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションで指定した
DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption
CloudWatch ログオプションを削
除する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションで指定した入
DeleteApplicationInputProcessingConfiguration
力処理設定を削除する許可を付
与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションで指定した出
DeleteApplicationOutput
力を削除する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションの指定された
DeleteApplicationReferenceDataSource
リファレンスデータソースを削
除する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションのスナップ
DeleteApplicationSnapshot
ショットを削除する許可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションで指定した
DeleteApplicationVpcConfiguration
VPC 設定を削除する許可を付与

Write

application* (p. 1217)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたアプリケーションを
DescribeApplication
説明する許可を付与

Read

application* (p. 1217)

アプリケーションのスナップ
DescribeApplicationSnapshot
ショットを記述する許可を付与

読み取り

application* (p. 1217)

アプリケーションのアプリケー
DescribeApplicationVersion
ションバージョンを記述する許
可を付与

読み取り

application* (p. 1217)

アプリケーションの入力スキー
DiscoverInputSchema
マを検出する許可を付与

Read

アプリケーションのスナップ
ListApplicationSnapshots
ショットを一覧表示する許可を
付与

読み取り

application* (p. 1217)

アプリケーションのアプリケー
ListApplicationVersions
ションバージョンを一覧表示す
る許可を付与

読み取り

application* (p. 1217)

アカウントのアプリケーション
ListApplications を一覧表示する許可を付与

リスト

アプリケーションに関連付けら
ListTagsForResource
れているタグを取得する許可を
付与

読み取り

application* (p. 1217)

アプリケーションでロールバッ
RollbackApplication
クオペレーションを実行する許
可を付与

書き込み

application* (p. 1217)

アプリケーションを起動する許
StartApplication 可を付与

Write

application* (p. 1217)

アプリケーションを停止する許
StopApplication 可を付与

Write

application* (p. 1217)

TagResource

タグ付け

application* (p. 1217)

アプリケーションにタグを追加
する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1217)
aws:TagKeys (p. 1217)

アプリケーションから指定した
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

書き込み

application* (p. 1217)

アプリケーションのメンテナン
UpdateApplicationMaintenanceConfiguration
ス設定を更新する許可を付与

書き込み

application* (p. 1217)
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Amazon Kinesis Analytics V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1214)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

application

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1217)

arn:${Partition}:kinesisanalytics:${Region}:
${Account}:application/${ApplicationName}

Amazon Kinesis Analytics V2 の条件キー
Amazon Kinesis Analytics V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの値のセットによってアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグ値によってアクセスをフィル
タリング

文字列

リクエスト内の必須タグキーの存在によってアクセスをフィ
ルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Kinesis Firehose のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Kinesis Firehose (サービスプレフィックス: firehose) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kinesis Firehose で定義されるアクション (p. 1218)
• Amazon Kinesis Firehose で定義されるリソースタイプ (p. 1219)
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• Amazon Kinesis Firehose の条件キー (p. 1219)

Amazon Kinesis Firehose で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

配信ストリームを作成するアク
CreateDeliveryStream
セス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

deliverystream* (p. 1219)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1219)
aws:TagKeys (p. 1220)

配信ストリームとそのデータを
DeleteDeliveryStream
削除する許可を付与。

書き込み

deliverystream* (p. 1219)

指定された配信ストリームを説
DescribeDeliveryStream
明するアクセス許可を付与し、
ステータスを取得します。

読み込み

deliverystream* (p. 1219)

配信ストリームを一覧表示する
ListDeliveryStreams
アクセス許可を付与します

リスト

指定した配信ストリームのタグ
ListTagsForDeliveryStream
を一覧表示するアクセス許可を
付与します

リスト

deliverystream* (p. 1219)

PutRecord

書き込み

deliverystream* (p. 1219)

書き込み

deliverystream* (p. 1219)

Amazon Kinesis Firehose 配信ス
トリームに 1 つのデータレコー
ドを書き込むアクセス許可を付
与します

1 回の呼び出しで配信ストリー
PutRecordBatch ムに複数のデータレコードを書
き込むアクセス許可を付与しま
す。これにより、単一のレコー
ドを書き込むよりプロデュー
サーあたりのスループットが高
くなります
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

配信ストリームのサーバー側暗
StartDeliveryStreamEncryption
号化 (SSE) を有効にするアクセ
ス許可を付与します

書き込み

deliverystream* (p. 1219)

指定された配信ストリームの指
StopDeliveryStreamEncryption
定された送信先を無効にするア
クセス許可を付与します

書き込み

deliverystream* (p. 1219)

指定された配信ストリームのタ
TagDeliveryStream
グを追加または更新するアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

deliverystream* (p. 1219)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1219)
aws:TagKeys (p. 1220)

指定された配信ストリームから
UntagDeliveryStream
タグを削除するアクセス許可を
付与します

タグ付け

指定された配信ストリームの指
UpdateDestination定された送信先を更新するアク
セス許可を付与します

書き込み

deliverystream* (p. 1219)
aws:TagKeys (p. 1220)
deliverystream* (p. 1219)

Amazon Kinesis Firehose で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1218)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

deliverystream

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1220)

arn:${Partition}:firehose:
${Region}:${Account}:deliverystream/
${DeliveryStreamName}

Amazon Kinesis Firehose の条件キー
Amazon Kinesis Firehose では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

Amazon Kinesis Video Streams のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Kinesis Video Streams (サービスプレフィックス: kinesisvideo) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Kinesis Video Streams で定義されるアクション (p. 1220)
• Amazon Kinesis Video Streams で定義されるリソースタイプ (p. 1223)
• Amazon Kinesis Video Streams の条件キー (p. 1224)

Amazon Kinesis Video Streams で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

エンドポイントで指定されたシ
ConnectAsMasterグナリングチャネルにマスター
として接続する許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

エンドポイントで指定されたシ
ConnectAsViewerグナリングチャネルに表示者と
して接続する許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

シグナリングチャネルを作成す
CreateSignalingChannel
る許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1224)
aws:TagKeys (p. 1224)

CreateStream

Kinesis ビデオストリームを作成
する許可を付与。

書き込み

stream* (p. 1223)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1224)
aws:TagKeys (p. 1224)

既存のシグナリングチャネルを
DeleteSignalingChannel
削除する許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

DeleteStream

書き込み

stream* (p. 1223)

Kinesis Video Streams のイメー
DescribeImageGenerationConfiguration
ジ生成設定を記述する許可を付
与

読み取り

stream* (p. 1223)

Kinesis Video Streams の通知設
DescribeNotificationConfiguration
定を記述する許可を付与

読み取り

stream* (p. 1223)

指定したシグナリングチャネル
DescribeSignalingChannel
を記述する許可を付与。

リスト

channel* (p. 1224)

指定した Kinesis ビデオストリー
DescribeStream ムを記述する許可を付与。

リスト

stream* (p. 1223)

GetClip

読み込み

stream* (p. 1223)

MPEG-DASH ビデオストリーミ
GetDASHStreamingSessionURL
ング用の URL を作成する許可を
付与。

読み込み

stream* (p. 1223)

Kinesis Video Streams のメディ
GetDataEndpoint アデータの読み取りまたは書き
込みを行うために、指定された
ストリームのエンドポイントを
取得する許可を付与。

読み込み

stream* (p. 1223)

既存の Kinesis ビデオストリーム
を削除する許可を付与。

ビデオストリームからメディア
クリップを取得する許可を付
与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

HLS ビデオストリーミング用の
GetHLSStreamingSessionURL
URL を作成する許可を付与。

読み込み

stream* (p. 1223)

ICE サーバー設定を取得する許可 読み取り
GetIceServerConfig
を付与。

channel* (p. 1224)

GetImages

Kinesis Video Streams から生成
された画像を取得する許可を付
与

読み取り

stream* (p. 1223)

GetMedia

Kinesis ビデオストリームのメ
ディアコンテンツを返すアクセ
ス許可を付与します。

読み込み

stream* (p. 1223)

永続的ストレージからのみメ
GetMediaForFragmentList
ディアデータを読み取って返す
アクセス許可を付与します。

読み込み

stream* (p. 1223)

シグナリングチャネルのプロト
GetSignalingChannelEndpoint
コルとロールの指定された組み
合わせのエンドポイントを取得
する許可を付与。

読み込み

channel* (p. 1224)

ListFragments

指定された範囲で、ページ分割
トークンまたはセレクタータ
イプに基づいてアーカイブスト
レージからのフラグメントを一
覧表示する許可を付与。

リスト

stream* (p. 1223)

シグナリングチャネルを一覧表
ListSignalingChannels
示する許可を付与。

リスト

ListStreams

リスト

Kinesis ビデオストリームを一覧
表示する許可を付与。

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
タグを取得する許可を付与。

読み込み

Kinesis ビデオストリームに関連
ListTagsForStream
付けられているタグを取得する
許可を付与。

読み込み

stream* (p. 1223)

PutMedia

Kinesis ビデオストリームにメ
ディアデータを送信する許可を
付与。

書き込み

stream* (p. 1223)

Alexa SDP オファーをマスター
SendAlexaOfferToMaster
に送信する許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

TagResource

タグ付け

channel (p. 1224)

リソースにタグのセットをア
タッチする許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1224)
aws:TagKeys (p. 1224)
TagStream

Kinesis ビデオストリームにタグ
のセットをアタッチする許可を
付与。

タグ付け

stream* (p. 1223)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1224)
aws:TagKeys (p. 1224)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与。

タグ付け

channel (p. 1224)
stream (p. 1223)
aws:TagKeys (p. 1224)

UntagStream

Kinesis ビデオストリームから 1
つ以上のタグを削除する許可を
付与。

タグ付け

Kinesis ビデオストリームのデー
UpdateDataRetention
タ保持期間を更新する許可を付
与。

書き込み

stream* (p. 1223)

Kinesis Video Streams のイメー
UpdateImageGenerationConfiguration
ジ生成設定を更新する許可を付
与

書き込み

stream* (p. 1223)

Kinesis Video Streams の通知設
UpdateNotificationConfiguration
定を更新する許可を付与

書き込み

stream* (p. 1223)

既存のシグナリングチャネルを
UpdateSignalingChannel
更新する許可を付与。

書き込み

channel* (p. 1224)

UpdateStream

書き込み

stream* (p. 1223)

既存の Kinesis ビデオストリーム
を更新する許可を付与。

stream* (p. 1223)
aws:TagKeys (p. 1224)

Amazon Kinesis Video Streams で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1220)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

stream

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1224)

arn:${Partition}:kinesisvideo:${Region}:
${Account}:stream/${StreamName}/
${CreationTime}
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リソースタイプ ARN

条件キー

channel

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1224)

arn:${Partition}:kinesisvideo:${Region}:
${Account}:channel/${ChannelName}/
${CreationTime}

Amazon Kinesis Video Streams の条件キー
Amazon Kinesis Video Streams は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてリクエストを
フィルタリングします。

文字列

ストリームに関連付けられているタグ値に基づいてアクショ
ンをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内の必須のタグキーの存在に基づいてリクエスト
をフィルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Lake Formation のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Lake Formation (サービスプレフィックス: lakeformation) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Lake Formation で定義されるアクション (p. 1224)
• AWS Lake Formation で定義されるリソースタイプ (p. 1228)
• AWS Lake Formation の条件キー (p. 1228)

AWS Lake Formation で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Lake Formation タグをカタログ
AddLFTagsToResource
リソースにアタッチする許可を
付与

タグ付け

バッチ内の 1 つ以上のプリンシ
BatchGrantPermissions
パルに対し、データレイクへの
アクセス許可を付与する

経営へのア
クセス権

バッチ内の 1 つ以上のプリンシ
BatchRevokePermissions
パルにおいて、データレイクへ
のアクセス許可を取り消すため
のアクセス許可を付与する

経営へのア
クセス権

指定されたトランザクションを
CancelTransactionキャンセルする許可を付与

書き込み

指定されたトランザクションを
CommitTransaction
コミットする許可を付与

書き込み

Lake Formation データセルフィ
CreateDataCellsFilter
ルターを作成する許可を付与

書き込み

CreateLFTag

Lake Formation タグを作成する
許可を付与

書き込み

Lake Formation データセルフィ
DeleteDataCellsFilter
ルターを削除する許可を付与

書き込み

DeleteLFTag

Lake Formation タグを削除する
許可を付与

書き込み

トランザクションがキャンセル
DeleteObjectsOnCancel
された場合に、指定されたオブ
ジェクトを削除する許可を付与

書き込み

登録された場所の登録を解除す
DeregisterResource
るためのアクセス許可を付与す
る

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

登録された場所について詳細表
DescribeResource示するためのアクセス許可を付
与する

読み取り

指定されたトランザクションの
DescribeTransaction
ステータスを取得する許可を付
与

読み取り

指定されたトランザクションの
ExtendTransactionタイムアウトを延長する許可を
付与

書き込み

仮想データレイクへのアクセス
GetDataAccess 許可を付与する

書き込み

データレイクの管理者や、デー
GetDataLakeSettings
タベースおよびテーブルでのデ
フォルトのアクセス許可のリス
トなど、データレイク設定を取
得するためのアクセス許可を付
与する

読み取り

指定されたパスのリソースにア
GetEffectivePermissionsForPath
タッチされた許可を取得する許
可を付与

読み取り

GetLFTag

Lake Formation タグを取得する
許可を付与

読み取り

GetQueryState 指定されたクエリの状態を取得
する許可を付与

読み取り

lakeformation:StartQueryP

指定されたクエリの統計を取得
GetQueryStatisticsする許可を付与

読み取り

lakeformation:StartQueryP

カタログリソースにおいて
読み取り
GetResourceLFTags
LakeFormation タグを取得するた
めのアクセス許可を付与する
テーブルからオブジェクトを取
GetTableObjects 得する許可を付与

読み取り

指定されたワークユニットの結
GetWorkUnitResults
果を取得する許可を付与

読み取り

GetWorkUnits

読み取り

指定されたクエリのワークユ
ニットを取得する許可を付与

lakeformation:StartQueryP

プリンシパルにデータレイクへ
GrantPermissionsのアクセス許可を付与する

経営へのア
クセス権

セルのフィルターを一覧表示す
ListDataCellsFilterる許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListLFTags

Lake Formation タグを一覧表示
する許可を付与

読み取り

プリンシパルまたはリソースに
ListPermissions よってフィルタリングされたア
クセス許可をリストするための
許可を付与する。

リスト

ListResources

登録された場所をリストするた
めのアクセス許可を付与する

リスト

管理テーブルのすべてのスト
ListTableStorageOptimizers
レージオプティマイザーを一覧
表示する許可を付与

リスト

システム内のすべてのトランザ
ListTransactions クションを一覧表示する許可を
付与

リスト

データレイク管理者や、データ
PutDataLakeSettings
ベースおよびテーブルでのデ
フォルトのアクセス許可のリス
トなど、データレイク設定を上
書きするためのアクセス許可を
付与する

経営へのア
クセス権

Lake Formation によって管理さ
RegisterResourceれる新しい場所を登録するため
のアクセス許可を付与する

書き込み

カタログリソースから
タグ付け
RemoveLFTagsFromResource
LakeFormation タグを削除するた
めのアクセス許可を付与する
プリンシパルにおいてデータレ
RevokePermissions
イクへのアクセス許可を取り消
すためのアクセス許可を付与す
る

経営へのア
クセス権

Lake Formation タグが付いたカ
SearchDatabasesByLFTags
タログデータベースを一覧表示
する許可を付与

読み取り

Lake Formation タグが付いたカ
SearchTablesByLFTags
タログテーブルを一覧表示する
許可を付与

読み取り

指定されたクエリの計画を開始
StartQueryPlanning
する許可を付与

書き込み

新しいトランザクションを開始
StartTransaction する許可を付与

書き込み

UpdateLFTag

書き込み

Lake Formation タグを更新する
許可を付与

1227

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Lambda

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

登録された場所を更新するため
UpdateResource のアクセス許可を付与する

書き込み

指定されたオブジェクトをテー
UpdateTableObjects
ブルに追加する、またはテーブ
ルから削除する許可を付与

書き込み

管理テーブルのストレージオプ
UpdateTableStorageOptimizer
ティマイザーの設定を更新する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS Lake Formation で定義されるリソースタイプ
AWS Lake Formation では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。AWS Lake Formation へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

AWS Lake Formation の条件キー
Lake Formation には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Lambda のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Lambda (サービスプレフィックス: lambda) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Lambda で定義されるアクション (p. 1228)
• AWS Lambda で定義されるリソースタイプ (p. 1234)
• AWS Lambda の条件キー (p. 1235)

AWS Lambda で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AWS Lambda レイヤーのバー
AddLayerVersionPermission
ジョンのリソースベースのポリ
シーにアクセス許可を追加する
アクセス許可を付与

Permissions layerVersion* (p. 1235)
management

AddPermission AWS のサービスまたは別のアカ
ウントに AWS Lambda 関数を使
用するアクセス許可を付与アク
セス許可を付与

Permissions function* (p. 1235)
management
lambda:Principal (p. 1236)

CreateAlias

lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)

Lambda 関数バージョンのエイリ 書き込み
アスを作成する許可を付与。

AWS Lambda コード署名設定を
CreateCodeSigningConfig
作成するアクセス許可を付与

書き込み

イベントソースと AWS Lambda
CreateEventSourceMapping
関数間のマッピングを作成する
アクセス許可を付与

書き込み

AWS Lambda 関数を作成するア
クセス許可を付与

書き込み

CreateFunction

function* (p. 1235)

lambda:FunctionArn (p. 1235)

function* (p. 1235)
lambda:Layer (p. 1236)
lambda:VpcIds (p. 1236)
lambda:SubnetIds (p. 1236)
lambda:SecurityGroupIds (p. 1236)

lambda:CodeSigningConfigArn (p. 1235
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1235)
aws:TagKeys (p. 1235)
Lambda 関数の関数 URL 設定を
CreateFunctionUrlConfig
作成するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)
lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)
lambda:FunctionArn (p. 1235)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

DeleteAlias

AWS Lambda 関数のエイリアス
を削除するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda コード署名設定を
DeleteCodeSigningConfig
削除するアクセス許可を付与

書き込み

code
signing
config* (p. 1235)

AWS Lambda イベントソース
DeleteEventSourceMapping
マッピングを削除するアクセス
許可を付与

書き込み

eventSourceMapping* (p. 1235)

DeleteFunction AWS Lambda 関数を削除するア
クセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数からコード署
DeleteFunctionCodeSigningConfig
名設定をデタッチするアクセス
許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数から同時実行
DeleteFunctionConcurrency
制限を削除するアクセス許可を
付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数、バージョ
DeleteFunctionEventInvokeConfig
ン、またはエイリアスの非同期
呼び出しの設定を削除するアク
セス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

Lambda 関数の関数 URL 設定を
DeleteFunctionUrlConfig
削除するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

lambda:FunctionArn (p. 1235)

lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)
lambda:FunctionArn (p. 1235)

AWS Lambda レイヤーのバー
DeleteLayerVersion
ジョンを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

layerVersion* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のプロビジョ
DeleteProvisionedConcurrencyConfig
ニングされた同時実行設定を削
除するアクセス許可を付与

書き込み

function
alias (p. 1235)

Lambda@Edge 関数のレプリ
DisableReplicationケーションを無効にする許可を
[アクセス許可
付与。
のみ]

Permissions function* (p. 1235)
management

Lambda@Edge 関数のレプリ
EnableReplicationケーションを有効にする許可を
[アクセス許可
付与。
のみ]

Permissions function* (p. 1235)
management

AWS リージョン でのアカウント
GetAccountSettings
の制限と使用状況に関する詳細
を表示するアクセス許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

GetAlias

AWS Lambda 関数のエイリアス
の詳細を表示するアクセス許可
を付与

読み込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda コード署名設定の
GetCodeSigningConfig
詳細を表示するアクセス許可を
付与

読み込み

code
signing
config* (p. 1235)

AWS Lambda イベントソース
GetEventSourceMapping
マッピングの詳細を表示するア
クセス許可を付与

読み込み

eventSourceMapping* (p. 1235)

GetFunction

AWS Lambda 関数の詳細を表示
するアクセス許可を付与

読み込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数にアタッチさ
GetFunctionCodeSigningConfig
れたコード署名設定 arn を表示
するアクセス許可を付与

読み込み

function* (p. 1235)

関数の予約済み同時実行設定の
GetFunctionConcurrency
詳細を表示する許可を付与。

読み込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数またはバー
GetFunctionConfiguration
ジョンのバージョン固有の設定
に関する詳細を表示するアクセ
ス許可を付与

読み込み

function* (p. 1235)

関数、バージョン、またはエイ
GetFunctionEventInvokeConfig
リアスの非同期呼び出しの設定
を表示する許可を付与。

読み込み

function* (p. 1235)

Lambda 関数の関数 URL 設定を
GetFunctionUrlConfig
読み取るアクセス許可を付与

読み込み

function* (p. 1235)

lambda:FunctionArn (p. 1235)

lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)
lambda:FunctionArn (p. 1235)

AWS Lambda レイヤーのバー
GetLayerVersion ジョンの詳細を表示するアクセ
ス許可を付与 このアクション
は、GetLayerVersionByArn API
もサポートしていることに注意
してください

読み込み

layerVersion* (p. 1235)

AWS Lambda レイヤーのバー
GetLayerVersionPolicy
ジョンに対するリソースベース
のポリシーを表示するアクセス
許可を付与

読み込み

layerVersion* (p. 1235)

GetPolicy

読み込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数、バージョ
ン、またはエイリアスのリソー
スベースのポリシーを表示する
アクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Lambda 関数のエイリアス
GetProvisionedConcurrencyConfig
またはバージョンのプロビジョ
ニングされた同時実行設定を表
示するアクセス許可を付与
InvokeAsync

読み込み

function
alias (p. 1235)
function
version (p. 1235)

(非推奨) 関数を非同期的に呼び出 書き込み
すアクセス許可を付与

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数を呼び出すア
クセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数を URL に
InvokeFunctionUrlよって呼び出すアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

function* (p. 1235)

ListAliases

AWS Lambda 関数のエイリアス
のリストを取得するアクセス許
可を付与

リスト

AWS Lambda コード署名設定の
ListCodeSigningConfigs
リストを取得するアクセス許可
を付与

リスト

AWS Lambda イベントソース
ListEventSourceMappings
マッピングのリストを取得する
アクセス許可を付与

リスト

関数の非同期呼び出しの設定リ
ListFunctionEventInvokeConfigs
ストを取得する許可を付与。

リスト

function* (p. 1235)

関数の関数 URL 設定を読み取る
ListFunctionUrlConfigs
アクセス許可を付与

リスト

function* (p. 1235)

ListFunctions

各関数のバージョン固有の設定
とともに、AWS Lambda 関数の
リストを取得するアクセス許可
を付与

リスト

割り当てられたコード署名設定
ListFunctionsByCodeSigningConfig
によって AWS Lambda 関数のリ
ストを取得するアクセス許可を
付与

リスト

AWS Lambda レイヤーのバー
ListLayerVersionsジョンのリストを取得するアク
セス許可を付与

リスト

InvokeFunction

ListLayers

lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)
lambda:FunctionArn (p. 1235)
function* (p. 1235)

lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)

各レイヤーの最新バージョン
リスト
に関する詳細とともに、AWS
Lambda レイヤーのリストを取得
するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Lambda 関数のプロビジョ
ListProvisionedConcurrencyConfigs
ニングされた同時実行設定のリ
ストを取得するアクセス許可を
付与

リスト

function* (p. 1235)

ListTags

読み込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のバージョン
ListVersionsByFunction
のリストを取得するアクセス許
可を付与

リスト

function* (p. 1235)

AWS Lambda レイヤーを作成す
PublishLayerVersion
るアクセス許可を付与

書き込み

layer* (p. 1235)

PublishVersion AWS Lambda 関数バージョンを
作成するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数にコード署名
PutFunctionCodeSigningConfig
設定をアタッチするアクセス許
可を付与

書き込み

code
signing
config* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のタグのリス
トを取得するアクセス許可を付
与

依存アク
ション

function* (p. 1235)

lambda:CodeSigningConfigArn (p. 1235
AWS Lambda 関数の予約済み同
PutFunctionConcurrency
時実行を設定するアクセス許可
を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数、バージョ
PutFunctionEventInvokeConfig
ン、またはエイリアスで非同期
呼び出しのオプションを設定す
るアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のエイリアス
PutProvisionedConcurrencyConfig
またはバージョンに対してプロ
ビジョニングされた同時実行を
設定するアクセス許可を付与

書き込み

function
alias (p. 1235)

AWS Lambda レイヤーのバー
RemoveLayerVersionPermission
ジョンのアクセス許可ポリシー
からステートメントを削除する
アクセス許可を付与

Permissions layerVersion* (p. 1235)
management

AWS のサービスまたは別のアカ
RemovePermission
ウントから関数の使用のアクセ
ス許可を取り消すアクセス許可
を付与

Permissions function* (p. 1235)
management
lambda:Principal (p. 1236)

TagResource

タグ付け

AWS Lambda 関数にタグを追加
するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1235)
aws:TagKeys (p. 1235)
AWS Lambda 関数からタグを削
UntagResource 除するアクセス許可を付与

タグ付け

function* (p. 1235)

UpdateAlias

AWS Lambda 関数のエイリアス
の設定を更新するアクセス許可
を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda コード署名設定を
UpdateCodeSigningConfig
更新するアクセス許可を付与

書き込み

code
signing
config* (p. 1235)

AWS Lambda イベントソース
UpdateEventSourceMapping
マッピングの設定を更新するア
クセス許可を付与

書き込み

eventSourceMapping* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のコードを更
UpdateFunctionCode
新するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

AWS Lambda 関数のコード署名
UpdateFunctionCodeSigningConfig
設定を更新するアクセス許可を
付与

書き込み

code
signing
config* (p. 1235)

aws:TagKeys (p. 1235)

lambda:FunctionArn (p. 1235)

function* (p. 1235)
AWS Lambda 関数のバージョン
UpdateFunctionConfiguration
固有の設定を変更するアクセス
許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)
lambda:Layer (p. 1236)
lambda:VpcIds (p. 1236)
lambda:SubnetIds (p. 1236)
lambda:SecurityGroupIds (p. 1236)

AWS Lambda 関数、バージョ
UpdateFunctionEventInvokeConfig
ン、またはエイリアスの非同期
呼び出しの設定を変更するアク
セス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)

Lambda 関数の関数 URL 設定を
UpdateFunctionUrlConfig
更新するアクセス許可を付与

書き込み

function* (p. 1235)
lambda:FunctionUrlAuthType (p. 1235)
lambda:FunctionArn (p. 1235)

AWS Lambda で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1228)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
code signing
config

条件キー

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:code-signing-config:
${CodeSigningConfigId}

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
eventSourceMapping
${Account}:event-source-mapping:${UUID}
function

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:function:${FunctionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1235)

function alias

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:function:${FunctionName}:${Alias}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1235)

function
version

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:function:${FunctionName}:
${Version}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1235)

layer

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:layer:${LayerName}

layerVersion

arn:${Partition}:lambda:${Region}:
${Account}:layer:${LayerName}:
${LayerVersion}

AWS Lambda の条件キー
AWS Lambda では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Lambda コード署名設定の ARN でアクセスをフィルタ
lambda:CodeSigningConfigArn
リングします

文字列

AWS Lambda 関数の ARN でアクセスをフィルタリングしま
lambda:FunctionArn す

ARN

リクエストで指定された認可タイ
lambda:FunctionUrlAuthType
プでアクセスをフィルタリングしま

文字列
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条件キー

説明

タイプ

す。CreateFunctionUrlConfig、UpdateFunctionUrlConfig、DeleteFunctionUrlConfig、GetFunction
および RemovePermission のオペレーション中に使用できま
す
lambda:Layer

AWS Lambda レイヤーの ARN でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

lambda:Principal

関数を呼び出すことができる AWS のサービスまたはアカウ
ントを制限して、アクセスをフィルタリングします

文字列

AWS Lambda 関数に設定されたセキュリティグループの ID
lambda:SecurityGroupIds
でアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

リクエストが発生した AWS Lambda 関数の ARN によってア
lambda:SourceFunctionArn
クセスをフィルタリング

ARN

lambda:SubnetIds

AWS Lambda 関数に設定されたサブネットの ID でアクセス
をフィルタリングします

ArrayOfString

lambda:VpcIds

AWS Lambda 関数に設定された VPC の ID でアクセスをフィ 文字列
ルタリングします

Launch Wizard のアクション、リソース、および条件
キー
Launch Wizard (サービスプレフィックス: launchwizard) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
トピック
• Launch Wizard によって定義されたアクション (p. 1236)
• Launch Wizard によって定義されるリソースタイプ (p. 1237)
• Launch Wizard の条件キー (p. 1238)

Launch Wizard によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteApp [ア
クセス許可の
み]

アプリケーションの削除

Write

プロビジョニングアプリケー
DescribeProvisionedApp
ションの説明
[アクセス許可
のみ]

Read

プロビジョニングイベントの説
DescribeProvisioningEvents
明
[アクセス許可
のみ]

Read

インフラストラクチャに関する
GetInfrastructureSuggestion
提案の取得
[アクセス許可
のみ]

Read

GetIpAddress
[アクセス許可
のみ]

Read

お客様の IP アドレスを取得する

リソースコストの見積もりを取
GetResourceCostEstimate
得する
[アクセス許可
のみ]

Read

プロビジョニングアプリケー
ListProvisionedApps
ションのリスト表示
[アクセス許可
のみ]

リスト

StartProvisioning
[アクセス許可
のみ]

プロビジョニングの開始

依存アク
ション

Write

Launch Wizard によって定義されるリソースタイプ
Launch Wizard では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポー
トされていません。Launch Wizard へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定
します。
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Launch Wizard の条件キー
起動ウィザード には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Lex のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Lex (サービスプレフィックス: lex) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lex で定義されるアクション (p. 1238)
• Amazon Lex で定義されるリソースタイプ (p. 1242)
• Amazon Lex の条件キー (p. 1243)

Amazon Lex で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたボットの $LATEST
CreateBotVersion バージョンに基づいて新しい
バージョンを作成します

書き込み

bot
version* (p. 1243)

指定されたインテントの
CreateIntentVersion
$LATEST バージョンに基づいて
新しいバージョンを作成します

書き込み

intent
version* (p. 1243)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたスロットタイプの
CreateSlotTypeVersion
$LATEST バージョンに基づいて
新しいバージョンを作成します

書き込み

slottype
version* (p. 1243)

DeleteBot

ボットのすべてのバージョンを
削除します

書き込み

bot
version* (p. 1243)

DeleteBotAlias

指定されたボットのエイリアス
を削除します

書き込み

bot
alias* (p. 1243)

Amazon Lex ボットエイリアスと
DeleteBotChannelAssociation
メッセージングプラットフォー
ムの間の関連付けを削除します

書き込み

channel* (p. 1243)

ボットの特定のバージョンを削
DeleteBotVersion 除します

書き込み

bot
version* (p. 1243)

DeleteIntent

インテントのすべてのバージョ
ンを削除します

書き込み

intent
version* (p. 1243)

インテントの特定のバージョン
DeleteIntentVersion
を削除します

書き込み

intent
version* (p. 1243)

DeleteSession

指定されたボット、エイリア
ス、ユーザー ID のセッション情
報を削除します

書き込み

bot
alias (p. 1243)

スロットタイプのすべてのバー
ジョンを削除します

書き込み

slottype
version* (p. 1243)

スロットタイプの特定のバー
DeleteSlotTypeVersion
ジョンを削除します

書き込み

slottype
version* (p. 1243)

特定のボットおよび userId にお
DeleteUtterances ける発話のために Amazon Lex
で維持されている情報を削除し
ます

書き込み

bot
version* (p. 1243)

GetBot

特定のボットの情報を返しま
す。ボット名の他に、ボット
バージョンまたはエイリアスが
必要です

読み込み

bot
alias (p. 1243)

GetBotAlias

Amazon Lex ボットエイリアスの
情報を返します

読み込み

GetBotAliases

特定の Amazon Lex ボットのエ
イリアスのリストを返します

リスト

DeleteSlotType

Amazon Lex ボットとメッセージ
GetBotChannelAssociation
ングプラットフォームの関連付
けに関する情報を返します
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channel* (p. 1243)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lex

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つのボットに関連付けられてい
GetBotChannelAssociations
るすべてのチャネルのリストを
返します

リスト

channel* (p. 1243)

特定のボットのすべてのバー
GetBotVersions ジョンの情報を返します

リスト

bot
version* (p. 1243)

GetBots

すべてのボットの $LATEST バー リスト
ジョンについて、クライアン
トから提供されたフィルターに
従って情報を返します
組み込みインテントの情報を返
します

読み込み

指定された基準を満たす組み込
GetBuiltinIntents みインテントのリストを取得し
ます

読み込み

指定された基準を満たす組み込
GetBuiltinSlotTypes
みスロットタイプのリストを取
得します

読み込み

GetExport

Amazon Lex リソースをリクエス
トされた形式でエクスポートし
ます

読み込み

GetImport

StartImport で開始されたイン
ポートジョブの情報を取得しま
す

読み込み

GetIntent

特定のインテントの情報を返し
ます。インテント名に加えて、
インテントバージョンも指定す
る必要があります

読み込み

intent
version* (p. 1243)

特定のインテントのすべての
GetIntentVersionsバージョンの情報を返します

リスト

intent
version* (p. 1243)

GetIntents

すべてのインテントの $LATEST
バージョンについて、クライア
ントから提供されたフィルター
に従って情報を返します

リスト

GetMigration

進行中または完了した移行を表
示する許可を付与

読み込み

GetMigrations

Amazon Lex v1 から Amazon
Lex v2 への移行のリストを表示
する許可を付与

リスト

GetSession

指定されたボット、エイリア
ス、ユーザー ID のセッション情
報を返します

読み込み

GetBuiltinIntent
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetSlotType

スロットタイプの特定のバー
ジョンに関する情報を返しま
す。スロットタイプ名に加え
て、スロットタイプバージョン
も指定する必要があります

読み込み

slottype
version* (p. 1243)

特定のスロットタイプのすべて
GetSlotTypeVersions
のバージョンの情報を返します

リスト

slottype
version* (p. 1243)

GetSlotTypes

リスト

すべてのスロットタイプの
$LATEST バージョンについて、
クライアントから提供された
フィルターに従って情報を返し
ます

ボットのバージョンについて、
GetUtterancesView
最近の期間における発話の集計
データを表示します

リスト

Lex リソースのタグを一覧表示し 読み込み
ListTagsForResource
ます。

依存アク
ション

bot
version* (p. 1243)
bot (p. 1242)
bot
alias (p. 1243)
channel (p. 1243)

PostContent

ユーザー入力 (テキストまたは音
声) を Amazon Lex に送信します

書き込み

bot
alias (p. 1243)
bot
version (p. 1243)

PostText

ユーザー入力 (テキストのみ) を
Amazon Lex に送信します

書き込み

bot
alias (p. 1243)
bot
version (p. 1243)

PutBot

Amazon Lex 会話ボットの
$LATEST バージョンを作成また
は更新します

書き込み

bot
version* (p. 1243)
aws:TagKeys (p. 1243)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1243)

PutBotAlias

特定のボットのエイリアスを作
成または更新します

書き込み

bot
alias* (p. 1243)
aws:TagKeys (p. 1243)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1243)

PutIntent

インテントの $LATEST バージョ 書き込み
ンを作成または更新します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutSession

Amazon Lex ボットで新しいセッ
ションを作成するか、既存の
セッションを変更します

書き込み

依存アク
ション

bot
alias (p. 1243)
bot
version (p. 1243)

PutSlotType

スロットタイプの $LATEST バー 書き込み
ジョンを作成または更新します

StartImport

リソースを Amazon Lex にイン
ポートするジョブを開始します

書き込み

StartMigration

Amazon レックス v1 から
Amazon Lex v2 にボットを移行
する許可を付与

書き込み

TagResource

Lex リソースにタグを追加または タグ付け
上書きします。

slottype
version* (p. 1243)

bot
version* (p. 1243)
bot (p. 1242)
bot
alias (p. 1243)
channel (p. 1243)
aws:TagKeys (p. 1243)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1243)

Lex リソースからタグを削除しま タグ付け
UntagResource す。

bot (p. 1242)
bot
alias (p. 1243)
channel (p. 1243)
aws:TagKeys (p. 1243)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1243)

Amazon Lex で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1238)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

bot

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1243)

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot:${BotName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

bot version

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot:${BotName}:${BotVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1243)

bot alias

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot:${BotName}:${BotAlias}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1243)

channel

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot-channel:${BotName}:
${BotAlias}:${ChannelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1243)

intent version

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:intent:${IntentName}:
${IntentVersion}

slottype
version

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:slottype:${SlotName}:
${SlotVersion}

Amazon Lex の条件キー
Amazon Lex では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグに基づいてアクセスをフィルタリングす
る

文字列

Lex リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエスト内のタグキーのセットに基づいてアクセスをフィ
ルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

ユーザーに対し、リクエストに含まれるインテントに基づい
lex:associatedIntents たアクセスの制御を可能にします

文字列

ユーザーに対し、リクエストに含まれるスロットタイプに基
lex:associatedSlotTypes
づいたアクセスの制御を可能にします

文字列

lex:channelType

文字列

ユーザーに対し、リクエストに含まれるチャネルタイプに基
づいたアクセスの制御を可能にします

Amazon Lex V2 のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Lex V2 (サービスプレフィックス: lex) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lex V2 で定義されるアクション (p. 1244)
• Amazon Lex V2 で定義されるリソースタイプ (p. 1251)
• Amazon Lex V2 の条件キー (p. 1252)

Amazon Lex V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

BuildBotLocale ボットに既存のボットロケール
を構築する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

CreateBot

書き込み

bot* (p. 1251)

ドラフトボットバージョンを指
す新しいボットとテストボット
のエイリアスを作成する許可を
付与

依存アク
ション

bot
alias* (p. 1251)
aws:TagKeys (p. 1252)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1252)

CreateBotAlias ボットに新しいボットエイリア
スを作成する許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)
aws:TagKeys (p. 1252)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1252)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のボットでボットチャネル
CreateBotChannelを作成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボットで新しいボットロ
CreateBotLocale ケールを作成する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボットの新しいバージョ
CreateBotVersion ンを作成する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボットロケールで新しい
CreateCustomVocabulary
カスタム語彙を作成する許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

bot* (p. 1251)

CreateExport

既存のリソースのエクスポート
を作成する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

CreateIntent

既存のボットロケールで新しい
インテントを作成する許可を付
与

書き込み

bot* (p. 1251)

Lex リソースの新しいリソースポ 書き込み
CreateResourcePolicy
リシーを作成する許可を付与

bot (p. 1251)

CreateSlot

bot
alias (p. 1251)

インテントに新しいスロットを
作成する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボットロケールで新しい
CreateSlotType スロットタイプを作成する許可
を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

インポートファイルのアップ
CreateUploadUrl ロード URL を作成する許可を付
与

書き込み

DeleteBot

書き込み

既存のボットを削除する許可を
付与

依存アク
ション

bot* (p. 1251)

lex:DeleteBotAlias
lex:DeleteBotChannel
lex:DeleteBotLocale
lex:DeleteBotVersion
lex:DeleteIntent
lex:DeleteSlot
lex:DeleteSlotType

bot
alias* (p. 1251)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteBotAlias

ボット内の既存のボットエイリ
アスを削除する許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

既存のボットチャネルを削除す
DeleteBotChannelる許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

bot* (p. 1251)

ボットに既存のボットロケール
DeleteBotLocale を削除する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

依存アク
ション

lex:DeleteIntent
lex:DeleteSlot
lex:DeleteSlotType

既存のボットバージョンを削除
DeleteBotVersion する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

ボットロケールの既存のカスタ
DeleteCustomVocabulary
ム語彙を削除する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

DeleteExport

既存のエクスポートを削除する
許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

DeleteImport

既存のルートを削除するための
アクセス許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

DeleteIntent

ボットロケールの既存のインテ
ントを削除する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

Lex リソースの既存のリソースポ 書き込み
DeleteResourcePolicy
リシーを削除する許可を付与

bot (p. 1251)

DeleteSession

ボットエイリアスとユーザー ID
のセッション情報を削除する許
可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

DeleteSlot

インテント内の既存のスロット
を削除する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

ボットロケールの既存のスロッ
トタイプを削除する許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

ボットの発話データを削除する
DeleteUtterances アクセス許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

DescribeBot

既存のボットを取得する許可を
付与

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のボットエイリアスを取得
DescribeBotAlias する許可を付与

読み込み

bot
alias* (p. 1251)

DeleteSlotType
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のボットチャネルを取得す
DescribeBotChannel
る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のボットロケールを取得す
DescribeBotLocaleる許可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

bot推奨事項関するメタデータ情
DescribeBotRecommendation
報を取得するためのアクセス許
可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のbotバージョンを取得する
DescribeBotVersion
ためのアクセス許可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のカスタム語彙を取得する
DescribeCustomVocabulary
許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のカスタム語彙のメタデー
DescribeCustomVocabularyMetadata
タを取得する許可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のエクスポートを取得する
許可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

DescribeExport

依存アク
ション

lex:DescribeBot
lex:DescribeBotLocale
lex:DescribeIntent
lex:DescribeSlot
lex:DescribeSlotType
lex:ListBotLocales
lex:ListIntents
lex:ListSlotTypes
lex:ListSlots

DescribeImport
DescribeIntent

既存のインポートを取得する許
可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

既存のインテントを取得する許
可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

Lex リソースの既存のリソースポ 読み込み
DescribeResourcePolicy
リシーを取得する許可を付与

bot (p. 1251)

DescribeSlot

bot* (p. 1251)

既存のスロットを取得する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のスロットタイプを取得す
DescribeSlotType る許可を付与

読み込み

bot* (p. 1251)

GetSession

読み込み

bot
alias* (p. 1251)

botの発話および統計を一覧表示
ListAggregatedUtterances
するアクセス許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ListBotAliases

ボットにボットのエイリアスを
一覧表示する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ボットチャネルを一覧表示する
ListBotChannels 許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

bot* (p. 1251)

ListBotLocales

ボット内のボットロケールを一
覧表示する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

指定された条件を満たすボット
ListBotRecommendations
推奨のリストを取得するアクセ
ス許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

既存のボットバージョンを一覧
ListBotVersions 表示する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ListBots

既存のボットを一覧表示する許
可を付与

リスト

組み込みインテントを一覧表示
ListBuiltInIntents する許可を付与

リスト

組み込みスロットタイプを一覧
ListBuiltInSlotTypes
表示する許可を付与

リスト

ListExports

既存のエクスポートを一覧表示
する許可を付与

リスト

ListImports

既存のインポートを一覧表示す
る許可を付与

リスト

ListIntents

ボットにインテントを一覧表示
する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ボット推奨によって提供される
ListRecommendedIntents
推奨インテントのリストを取得
するアクセス許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ListSlotTypes

ボット内のスロットタイプを一
覧表示する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ListSlots

インテント内のスロットを一覧
表示する許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

ボットエイリアスとユーザー ID
のセッション情報を取得する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Lex リソースのタグを一覧表示す 読み込み
ListTagsForResource
る許可を付与

bot (p. 1251)

PutSession

bot
alias (p. 1251)

ボットエイリアスとユーザー ID
に対して、新しいセッションを
作成したり、既存のセッション
を変更したりする許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

RecognizeText ユーザー入力 (テキストのみ) を
ボットエイリアスに送信する許
可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

ユーザー入力 (テキストまたは音
RecognizeUtterance
声) をボットエイリアスに送信す
る許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

指定された条件を満たす関連す
SearchAssociatedTranscripts
るトランスクリプトを検索する
アクセス許可を付与

リスト

bot* (p. 1251)

既存のボットロケールでボット
StartBotRecommendation
推奨を開始するアクセス許可を
付与

書き込み

bot* (p. 1251)

ユーザー入力 (音声/テキスト/
StartConversationDTMF) をボットエイリアスにス
トリームする許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

StartImport

アップロードされたインポート
ファイルを使用して新しいイン
ポートを開始する許可を付与

書き込み

lex:CreateBot

bot (p. 1251)

lex:CreateBotLocale
lex:CreateIntent
lex:CreateSlot
lex:CreateSlotType
lex:DeleteBotLocale
lex:DeleteIntent
lex:DeleteSlot
lex:DeleteSlotType
lex:UpdateBot
lex:UpdateBotLocale
lex:UpdateIntent
lex:UpdateSlot
lex:UpdateSlotType
bot
alias (p. 1251)
aws:TagKeys (p. 1252)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1252)

既存のボットロケールでボット
StopBotRecommendation
推奨を停止する許可を付与
TagResource

書き込み

Lex リソースのタグを追加または タグ付け
上書きする許可を付与

bot* (p. 1251)
bot (p. 1251)
bot
alias (p. 1251)
aws:TagKeys (p. 1252)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1252)

Lex リソースからタグを削除する タグ付け
UntagResource 許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1252)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1252)
UpdateBot

既存のボットを更新する許可を
付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボットエイリアスを更新
する許可を付与

書き込み

bot
alias* (p. 1251)

既存のボットロケールを更新す
UpdateBotLocale る許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のボット推奨リクエストを
UpdateBotRecommendation
更新するアクセス許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のカスタム語彙を更新する
UpdateCustomVocabulary
許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

bot* (p. 1251)

UpdateExport

既存のエクスポートを更新する
許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

UpdateIntent

既存のインテントを更新する許
可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

UpdateBotAlias

Lex リソースの既存のリソースポ 書き込み
UpdateResourcePolicy
リシーを更新する許可を付与

bot (p. 1251)

UpdateSlot

bot
alias (p. 1251)

既存のスロットを更新する許可
を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

既存のスロットタイプを更新す
UpdateSlotType る許可を付与

書き込み

bot* (p. 1251)

Amazon Lex V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1244)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

bot

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot/${BotId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1252)

bot alias

arn:${Partition}:lex:${Region}:
${Account}:bot-alias/${BotId}/${BotAliasId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1252)
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Amazon Lex V2 の条件キー
Amazon Lex V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグでアクセスをフィルタリングする

文字列

Lex リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエスト内のタグキーのセットでアクセスをフィルタリン
グします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS License Manager のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS License Manager (サービスプレフィックス: license-manager) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS License Manager で定義されるアクション (p. 1252)
• AWS License Manager で定義されるリソースタイプ (p. 1256)
• AWS License Manager の条件キー (p. 1256)

AWS License Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AcceptGrant

権限を受け入れるアクセス許可
を付与します

書き込み

ライセンスエンタイトルメント
CheckInLicense をプールに戻すチェックインを
する許可を付与

書き込み

借用ユースケースのライセンス
CheckoutBorrowLicense
エンタイトルメントをチェック
アウトする許可を付与

書き込み

ライセンスエンタイトルメント
CheckoutLicense をチェックアウトする許可を付
与

書き込み

CreateGrant

ライセンスの新しい許可を作成
する許可を付与

書き込み

license* (p. 1256)

権限の新しいバージョンを作成
CreateGrantVersion
する許可を付与

書き込み

grant* (p. 1256)

CreateLicense

新しいライセンスを作成する許
可を付与

書き込み

新しいライセンス設定を作成す
CreateLicenseConfiguration
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

grant* (p. 1256)

license* (p. 1256)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1256)
aws:TagKeys (p. 1256)

リソースのライセンス変換タス
CreateLicenseConversionTaskForResource
クを作成する許可を付与

書き込み

ライセンス設定のレポートジェ
CreateLicenseManagerReportGenerator
ネレータを作成するためのアク
セス許可を付与します

書き込み

ライセンスの新しいバージョン
CreateLicenseVersion
を作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

license* (p. 1256)

CreateToken

ライセンスの新しいトークンを
作成する許可を付与

書き込み

license* (p. 1256)

DeleteGrant

権限を削除するアクセス許可を
付与します

書き込み

grant* (p. 1256)

DeleteLicense

ライセンスを削除する許可を付
与

書き込み

license* (p. 1256)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ライセンス設定を完全に削除す
DeleteLicenseConfiguration
る許可を付与

書き込み

licenseconfiguration* (p. 1256)

レポートジェネレータを削除す
DeleteLicenseManagerReportGenerator
るためのアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

reportgenerator* (p. 1256)

DeleteToken

トークンを削除する許可を付与

書き込み

すでにチェックアウトしている
ExtendLicenseConsumption
ライセンスエンタイトルメント
の消費期間を延長する許可を付
与

書き込み

アクセストークンを取得する許
GetAccessToken 可を付与

読み込み

GetGrant

権限を得るためのアクセス許可
を付与します

読み込み

grant* (p. 1256)

GetLicense

ライセンスを取得する許可を付
与

読み込み

license* (p. 1256)

ライセンス設定を取得する許可
GetLicenseConfiguration
を付与

読み込み

licenseconfiguration* (p. 1256)

ライセンス変換タスクを取得す
GetLicenseConversionTask
る許可を付与

読み込み

レポートジェネレータを取得す
GetLicenseManagerReportGenerator
るためのアクセス許可を付与し
ます。

読み込み

reportgenerator* (p. 1256)

ライセンス使用法を取得する許
GetLicenseUsage可を付与

読み込み

license* (p. 1256)

サービス設定を取得する許可を
GetServiceSettings
付与

リスト

選択したライセンス設定の関連
ListAssociationsForLicenseConfiguration
付けを一覧表示する許可を付与

リスト

配布された権限を一覧表示する
ListDistributedGrants
許可を付与

リスト

失敗したライセンス設定オペ
ListFailuresForLicenseConfigurationOperations
レーションを一覧表示する許可
を付与

リスト

ライセンス設定を一覧表示する
ListLicenseConfigurations
許可を付与します

読み込み

ライセンス変換タスクを一覧表
ListLicenseConversionTasks
示する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レポートジェネレータを一覧表
ListLicenseManagerReportGenerators
示するためのアクセス許可を付
与します

リスト

選択したリソースに関連付けら
ListLicenseSpecificationsForResource
れたライセンス仕様を一覧表示
する許可を付与しますアクセス

リスト

ライセンスバージョンを一覧表
ListLicenseVersions
示する許可を付与

リスト

ListLicenses

読み込み

ライセンスを一覧表示する許可
を付与

依存アク
ション

licenseconfiguration (p. 1256)

license* (p. 1256)

受け取った権限を一覧表示する
ListReceivedGrants
許可を付与

リスト

受け取ったライセンスを一覧表
ListReceivedLicenses
示する許可を付与

リスト

リソースインベントリを一覧表
ListResourceInventory
示する許可を付与

リスト

選択したリソース用のタグを一
ListTagsForResource
覧表示する許可を付与

読み込み

ListTokens

トークンを一覧表示する許可を
付与

リスト

選択したライセンス設定の使用
ListUsageForLicenseConfiguration
状況レコードを一覧表示する許
可を付与

リスト

licenseconfiguration* (p. 1256)

RejectGrant

権限を拒否する許可を付与

書き込み

grant* (p. 1256)

TagResource

選択したリソースをタグ付けす
る許可を付与

タグ付け

licenseconfiguration* (p. 1256)

licenseconfiguration* (p. 1256)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1256)
aws:TagKeys (p. 1256)
選択したリソースのタグを解除
UntagResource する許可を付与

タグ付け

licenseconfiguration* (p. 1256)

既存のライセンス設定を更新す
UpdateLicenseConfiguration
る許可を付与

書き込み

licenseconfiguration* (p. 1256)

ライセンス設定のレポートジェ
UpdateLicenseManagerReportGenerator
ネレータを更新するためのアク
セス許可を付与します

書き込み

reportgenerator* (p. 1256)

選択したリソースのライセンス
UpdateLicenseSpecificationsForResource
仕様を更新する許可を付与

書き込み

licenseconfiguration* (p. 1256)

1255

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS License Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービス設定を更新する許可を
UpdateServiceSettings
付与

依存アク
ション

Permissions
management

AWS License Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1252)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

licenseconfiguration

arn:${Partition}:license-manager:
${Region}:${Account}:license-configuration:
${LicenseConfigurationId}

licensemanager:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1256)

license

arn:${Partition}:license-manager::
${Account}:license:${LicenseId}

grant

arn:${Partition}:license-manager::
${Account}:grant:${GrantId}

reportgenerator

arn:${Partition}:license-manager:
${Region}:${Account}:report-generator:
${ReportGeneratorId}

licensemanager:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1256)

AWS License Manager の条件キー
AWS License Manager では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

ArrayOfString

licenseリソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
manager:ResourceTag/
セスをフィルタリング
${TagKey}
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AWS License Manager User Subscriptions のアクショ
ン、リソース、および条件キー
AWS License Manager User Subscriptions (サービスプレフィックス: license-manager-usersubscriptions) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース
やアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS License Manager User Subscriptions で定義されるアクション (p. 1257)
• AWS License Manager User Subscriptions で定義されるリソースタイプ (p. 1258)
• AWS License Manager User Subscriptions の条件キー (p. 1259)

AWS License Manager User Subscriptions で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssociateUser

ライセンスマネージャーユー
ザーサブスクリプション製品で
起動されたインスタンスに、サ
ブスクライブ済みユーザーを関
連付けるアクセス許可を付与

書き込み

製品のライセンスマネージャー
DeregisterIdentityProvider
ユーザーサブスクリプションで
Microsoft Active Directory を登録
解除するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ライセンスマネージャーユー
DisassociateUser ザーサブスクリプション製品で
起動されたインスタンスからサ
ブスクライブ済みユーザーの関
連付けを解除するアクセス許可
を付与

書き込み

ライセンスマネージャーユー
ListIdentityProviders
ザーサブスクリプションのすべ
ての ID プロバイダーを一覧表示
するアクセス許可を付与

リスト

ListInstances

リスト

ライセンスマネージャーユー
ザーサブスクリプション製品を
使用して起動されたすべてのイ
ンスタンスを一覧表示するアク
セス許可を付与

製品および ID プロバイダーのす
ListProductSubscriptions
べての製品サブスクリプション
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

製品用に起動されたインスタン
ListUserAssociations
スに関連付けられているすべて
のユーザーを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

製品のライセンスマネージャー
RegisterIdentityProvider
ユーザーサブスクリプションに
Microsoft Active Directory を登録
するアクセス許可を付与

書き込み

製品の登録済みアクティブディ
StartProductSubscription
レクトリでユーザーの製品サブ
スクリプションを開始するアク
セス許可を付与

書き込み

製品の登録済みアクティブディ
StopProductSubscription
レクトリでユーザーの製品サブ
スクリプションを停止するアク
セス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS License Manager User Subscriptions で定義されるリソース
タイプ
AWS License Manager User Subscriptions は、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソー
ス ARN の指定をサポートしていません。AWS License Manager User Subscriptions へのアクセスを許可
するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。
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AWS License Manager User Subscriptions の条件キー
License Manager User Subscriptions には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサー
ビス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキスト
キーのリストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Lightsail のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Lightsail (サービスプレフィックス: lightsail) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lightsail で定義されるアクション (p. 1259)
• Amazon Lightsail で定義されるリソースタイプ (p. 1273)
• Amazon Lightsail の条件キー (p. 1274)

Amazon Lightsail で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AllocateStaticIp

インスタンスにアタッチできる
静的 IP アドレスを作成する許可
を付与

書き込み

Amazon Lightsail コンテンツ配信 書き込み
AttachCertificateToDistribution
ネットワーク (CDN) ディストリ
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ビューションに SSL/TLS 証明書
を添付する許可を付与
AttachDisk

インスタンスにディスクをア
タッチする許可を付与

書き込み

Disk* (p. 1274)

1 つ以上のインスタンスをロード
AttachInstancesToLoadBalancer
バランサーにアタッチする許可
を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

ロードバランサー TLS 証明書を
AttachLoadBalancerTlsCertificate
アタッチする許可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

AttachStaticIp

書き込み

Instance* (p. 1273)

インスタンスに静的 IP アドレス
をアタッチする許可を付与

StaticIp* (p. 1273)

インスタンスのパブリックポー
CloseInstancePublicPorts
トを閉じる許可を付与

書き込み

CopySnapshot

Amazon Lightsail の 1 つの AWS
リージョン から別のリージョン
にスナップショットをコピーす
る許可を付与

書き込み

CreateBucket

Amazon Lightsail バケットを作成 書き込み
する許可を付与

Instance* (p. 1273)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

指定したバケットの新しいアク
CreateBucketAccessKey
セスキーを作成する許可を付与

書き込み

SSL/TLS 証明書を作成する許可
CreateCertificate を付与

書き込み

Bucket* (p. 1274)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

エクスポートされた Amazon
書き込み
CreateCloudFormationStack
Lightsail スナップショットから新
しい Amazon EC2 インスタンス
を作成する許可を付与
E メールまたは SMS テキスト
CreateContactMethod
メッセージの連絡方法を作成す
る許可を付与

書き込み

Amazon Lightsail コンテナサービ 書き込み
CreateContainerService
スを作成する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

Amazon Lightsail コンテナサービ 書き込み
CreateContainerServiceDeployment
スのデプロイを作成する許可を
付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ローカルマシン上の Docker プロ
CreateContainerServiceRegistryLogin
セスにログインするために使用
できるログイン認証情報の一時
的なセットを作成する許可を付
与

書き込み

CreateDisk

書き込み

ディスクを作成する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

スナップショットからディスク
CreateDiskFromSnapshot
を作成する許可を付与

書き込み

DiskSnapshot* (p. 1274)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

ディスクのスナップショットを
CreateDiskSnapshot
作成する許可を付与

書き込み

Disk (p. 1274)
Instance (p. 1273)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

Amazon Lightsail コンテンツ配信 書き込み
CreateDistributionネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションを作成する許可を
付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)

CreateDomain

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)

指定されたドメイン名のドメイ
ンリソースを作成する許可を付
与

書き込み

aws:TagKeys (p. 1275)

aws:TagKeys (p. 1275)

ドメインリソースの 1 つ以上の
CreateDomainEntry
DNS レコードエントリを作成
する許可を付与: アドレス (A)、
正規名 (CNAME)、メールエク
スチェンジャー (MX)、ネーム
サーバー (NS)、Start of Authority
(SOA)、サービスロケーター
(SRV)、またはテキスト (TXT)

書き込み

Domain* (p. 1273)

インスタンスのスナップショッ
CreateInstanceSnapshot
トを作成する許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1273)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のインスタンスを作成す
CreateInstances る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

インスタンスのスナップショッ
CreateInstancesFromSnapshot
トに基づいて 1 つ以上のインス
タンスを作成する許可を付与

書き込み

InstanceSnapshot* (p. 1273)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

CreateKeyPair

インスタンスの認証と接続に使
用するキーペアを作成する許可
を付与

書き込み

ロードバランサーを作成する許
CreateLoadBalancer
可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

ロードバランサー TLS 証明書を
CreateLoadBalancerTlsCertificate
作成する許可を付与

書き込み

新しいリレーショナルデータ
CreateRelationalDatabase
ベースを作成する許可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

スナップショットから新しいリ
CreateRelationalDatabaseFromSnapshot
レーショナルデータベースを作
成する許可を付与

書き込み

RelationalDatabaseSnapshot* (p. 1274)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

リレーショナルデータベースの
CreateRelationalDatabaseSnapshot
スナップショットを作成する許
可を付与

書き込み

DeleteAlarm

アラームを削除する許可を付与

書き込み

インスタンスまたはディスクの
DeleteAutoSnapshot
自動スナップショットを削除す
る許可を付与

書き込み

DeleteBucket

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

Amazon Lightsail バケットを削除 書き込み
する許可を付与

Alarm* (p. 1274)

Bucket* (p. 1274)

指定した Amazon Lightsail バ
DeleteBucketAccessKey
ケットのアクセスキーを削除す
る許可を付与

書き込み

Bucket* (p. 1274)

SSL/TLS 証明書を削除する許可
DeleteCertificate を付与

書き込み

Certificate* (p. 1274)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

連絡方法を削除する許可を付与
DeleteContactMethod

依存アク
ション

書き込み

Amazon Lightsail コンテナサービ 書き込み
DeleteContainerImage
スに登録されているコンテナイ
メージを削除する許可を付与

ContainerService* (p. 1274)

Amazon Lightsail コンテナサービ 書き込み
DeleteContainerService
スを削除する許可を付与

ContainerService* (p. 1274)

DeleteDisk

ディスクを削除する許可を付与

書き込み

Disk* (p. 1274)

ディスクスナップショットを削
DeleteDiskSnapshot
除する許可を付与

書き込み

DiskSnapshot* (p. 1274)

Amazon Lightsail コンテンツ配信 書き込み
DeleteDistribution ネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションを削除する許可を
付与

Distribution* (p. 1274)

DeleteDomain

ドメインリソースとそのすべて
の DNS レコードを削除する許可
を付与

書き込み

Domain* (p. 1273)

ドメインリソースの DNS レコー
DeleteDomainEntry
ドを削除する許可を付与

書き込み

Domain* (p. 1273)

DeleteInstance インスタンスを削除する許可を
付与

書き込み

Instance* (p. 1273)

インスタンスのスナップショッ
DeleteInstanceSnapshot
トを削除する許可を付与

書き込み

InstanceSnapshot* (p. 1273)

DeleteKeyPair

書き込み

KeyPair* (p. 1273)

インスタンスを認証するために
書き込み
DeleteKnownHostKeys
Amazon Lightsail のブラウザベー
スの SSH または RDP クライア
ントで使用される既知のホスト
キーまたは証明書を削除する許
可を付与

Instance* (p. 1273)

ロードバランサーを削除する許
DeleteLoadBalancer
可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

ロードバランサー TLS 証明書を
DeleteLoadBalancerTlsCertificate
削除する許可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

リレーショナルデータベースを
DeleteRelationalDatabase
削除する許可を付与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

リレーショナルデータベースの
DeleteRelationalDatabaseSnapshot
スナップショットを削除する許
可を付与

書き込み

RelationalDatabaseSnapshot* (p. 1274)

インスタンスの認証と接続に使
用するキーペアを削除する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Lightsail コンテンツ配信 書き込み
DetachCertificateFromDistribution
ネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションから SSL/TLS 証明
書の接続を解除する許可を付与

Distribution* (p. 1274)

DetachDisk

書き込み

Disk* (p. 1274)

1 つ以上のインスタンスをロード
DetachInstancesFromLoadBalancer
バランサーからデタッチする許
可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

DetachStaticIp

静的 IP をアタッチ先のインスタ
ンスからデタッチする許可を付
与

書き込み

StaticIp* (p. 1273)

DisableAddOn

Amazon Lightsail リソースのアド 書き込み
オンを無効にする許可を付与

インスタンスからディスクをデ
タッチする許可を付与

特定の AWS リージョン のイン
DownloadDefaultKeyPair
スタンスの認証と接続に使用さ
れるデフォルトのキーペアをダ
ウンロードする許可を付与
EnableAddOn

依存アク
ション

書き込み

Amazon Lightsail リソースのアド 書き込み
オンを有効化または変更する許
可を付与

Amazon Lightsail スナップショッ 書き込み
ExportSnapshot トを Amazon EC2 にエクスポー
トする許可を付与

DiskSnapshot (p. 1274)

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy

InstanceSnapshot (p. 1273)
すべてのアクティブな (削除され
GetActiveNames ていない) リソースの名前を取得
する許可を付与

読み込み

GetAlarms

設定されたアラームに関する情
報を表示する許可を付与。

読み込み

インスタンスまたはディスクで
GetAutoSnapshots使用可能な自動スナップショッ
トを表示する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetBlueprints

インスタンスイメージまたは設
計図のリストを取得する許可を
付与 特定のオペレーティングシ
ステムを実行している新しいイ
ンスタンスやプリインストール
されているアプリケーション、
または開発スタックを作成する
には、設計図を使用します。イ
ンスタンスで実行されるソフト
ウェアは、インスタンスの作成
時に定義した設計図によって異
なります。

読み込み

指定した Amazon Lightsail バ
GetBucketAccessKeys
ケットの既存のアクセスキー ID
を取得する許可を付与

読み込み

Amazon Lightsail バケットに適用 読み込み
GetBucketBundlesできるバンドルを取得する許可
を付与
Amazon Lightsail バケットの特定 読み込み
GetBucketMetricData
のメトリクスのデータポイント
を取得する許可を付与
GetBuckets

1 つ以上の Amazon Lightsail バ
ケットに関する情報を表示する
許可を付与

読み込み

GetBundles

インスタンスバンドルのリスト
を取得する許可を付与。バンド
ルを使用して、CPU 数、ディス
クサイズ、RAM サイズ、ネッ
トワーク転送枠など、一連のパ
フォーマンス仕様を持つ新しい
インスタンスを作成できます。
インスタンスのコストは、イン
スタンスの作成時に定義したバ
ンドルによって異なります。

読み込み

GetCertificates

1 つ以上の Amazon Lightsail
SSL/TLS 証明書に関する情報を
表示する許可を付与

読み込み

エクスポートされた Amazon
GetCloudFormationStackRecords
Lightsail スナップショットから
Amazon EC2 リソースを作成
するために使用されるすべての
CloudFormation スタックに関す
る情報を取得する許可を付与

読み込み

構成された連絡方法に関する情
GetContactMethods
報を表示する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Lightsail コントロール
読み込み
GetContainerAPIMetadata
(lightsailctl) プラグインの現在
のバージョンなど、Amazon
Lightsail コンテナに関する情報を
表示する許可を付与
Amazon Lightsail コンテナサービ 読み込み
GetContainerImages
スに登録されているコンテナイ
メージを表示する許可を付与
Amazon Lightsail コンテナサービ 読み込み
GetContainerLog スのコンテナのログイベントを
表示する許可を付与
Amazon Lightsail コンテナサービ 読み込み
GetContainerServiceDeployments
スのデプロイを表示する許可を
付与
Amazon Lightsail コンテナサー
GetContainerServiceMetricData
ビスの指定されたメトリックの
データポイントを表示する許可
を付与

読み込み

Amazon Lightsail コンテナサービ 読み込み
GetContainerServicePowers
スに指定できるアクセス許可の
リストを表示する許可を付与
1 つ以上の Amazon Lightsail コ
GetContainerServices
ンテナサービスに関する情報を
表示する許可を付与

読み込み

GetDisk

ディスクに関する情報を取得す
る許可を付与

読み込み

ディスクのスナップショットに
GetDiskSnapshot 関する情報を取得する許可を付
与

読み込み

すべてのディスクのスナップ
GetDiskSnapshotsショットに関する情報を取得す
る許可を付与

読み込み

GetDisks

読み込み

すべてのディスクに関する情報
を取得する許可を付与

Amazon Lightsail コンテンツ配信 読み込み
GetDistributionBundles
ネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションに適用できるバン
ドルのリストを表示する許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された Amazon Lightsail
GetDistributionLatestCacheReset
コンテンツ配信ネットワーク
(CDN) ディストリビューション
の最終キャッシュリセット時の
タイムスタンプとステータスを
表示する許可を付与

読み込み

Amazon Lightsail コンテンツ配信 読み込み
GetDistributionMetricData
ネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションの指定されたメト
リックのデータポイントを表示
する許可を付与
1 つ以上の Amazon Lightsail
GetDistributions コンテンツ配信ネットワーク
(CDN) ディストリビューション
に関する情報を表示する許可を
付与

読み込み

GetDomain

ドメインリソースの DNS レコー
ドを取得する許可を付与

読み込み

GetDomains

すべてのドメインリソースの
DNS レコードを取得する許可を
付与

読み込み

Amazon EC2 にエクスポートさ
GetExportSnapshotRecords
れた Amazon Lightsail スナップ
ショットのすべてのレコードに
関する情報を取得する許可を付
与

読み込み

GetInstance

インスタンスに関する情報を取
得する許可を付与

読み込み

インスタンスを認証して接続す
GetInstanceAccessDetails
るために使用できる一時キーを
取得する許可を付与

書き込み

インスタンスの指定されたメト
GetInstanceMetricData
リクスのデータポイントを取得
する許可を付与

読み込み

インスタンスのポートのステー
GetInstancePortStates
タスを取得する許可を付与

読み込み

インスタンスのスナップショッ
GetInstanceSnapshot
トに関する情報を取得する許可
を付与

読み込み

すべてのインスタンスのスナッ
GetInstanceSnapshots
プショットに関する情報を取得
する許可を付与

読み込み
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Instance* (p. 1273)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lightsail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスのステータスを取
GetInstanceState 得する許可を付与

読み込み

GetInstances

すべてのインスタンスに関する
情報を取得する許可を付与

読み込み

GetKeyPair

キーペアに関する情報を取得す
る許可を付与

読み込み

GetKeyPairs

すべてのキーペアに関する情報
を取得する許可を付与

読み取り

ロードバランサーに関する情報
GetLoadBalancer を取得する許可を付与

読み取り

ロードバランサーの指定された
GetLoadBalancerMetricData
メトリクスのデータポイントを
取得する許可を付与

読み込み

ロードバランサーの TLS 証明書
GetLoadBalancerTlsCertificates
に関する情報を取得する許可を
付与

読み取り

Lightsail ロードバランサーに適
GetLoadBalancerTlsPolicies
用できる TLS セキュリティポリ
シーのリストを取得する許可を
付与

読み取り

ロードバランサーに関する情報
GetLoadBalancersを取得する許可を付与

読み込み

GetOperation

オペレーションに関する情報を
取得する許可を付与 オペレー
ションには、インスタンスの作
成、静的 IP の割り当て、静的 IP
のアタッチなどのイベントなど
を含む

読み込み

GetOperations

オペレーションに関する情報を
取得する許可を付与。オペレー
ションには、インスタンスの作
成、静的 IP の割り当て、静的 IP
のアタッチなどのイベントなど
を含む

読み込み

リソースのオペレーションを取
GetOperationsForResource
得する許可を付与
GetRegions

読み込み

Amazon Lightsail の有効なすべて 読み込み
の AWS リージョン のリストを
取得する許可を付与

リレーショナルデータベースに
GetRelationalDatabase
関する情報を取得する許可を付
与
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読み込み

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lightsail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リレーショナルデータベースイ
GetRelationalDatabaseBlueprints
メージまたは設計図のリストを
取得する許可を付与 設計図を使
用して、特定のデータベースエ
ンジンを実行する新しいデータ
ベースを作成できます。データ
ベースで実行されるデータベー
スエンジンは、リレーショナル
データベースの作成時に定義し
た設計図によって異なります

読み込み

リレーショナルデータベース
GetRelationalDatabaseBundles
の設計図のリストを取得する
許可を付与。バンドルを使用
して、CPU 数、ディスクサイ
ズ、RAM サイズ、ネットワーク
転送許容量、高可用性の標準な
ど、一連のパフォーマンス仕様
を持つ新しいデータベースを作
成できます。データベースのコ
ストは、リレーショナルデータ
ベースの作成時に定義したバン
ドルによって異なります

読み込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseEvents
イベントを取得する許可を付与

読み込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseLogEvents
指定されたログストリームのイ
ベントを取得する許可を付与

読み込み

リレーショナルデータベースで
GetRelationalDatabaseLogStreams
使用できるログストリームを取
得する許可を付与

読み込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseMasterUserPassword
マスターユーザーパスワードを
取得する許可を付与

書き込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseMetricData
指定されたメトリクスのデータ
ポイントを取得する許可を付与

読み込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseParameters
パラメータを取得する許可を付
与

読み込み

リレーショナルデータベースの
GetRelationalDatabaseSnapshot
スナップショットに関する情報
を取得する許可を付与

読み込み

すべてのリレーショナルデータ
GetRelationalDatabaseSnapshots
ベースのスナップショットに関
する情報を取得する許可を付与

読み込み
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依存アク
ション

RelationalDatabase* (p. 1274)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lightsail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべてのリレーショナルデータ
GetRelationalDatabases
ベースに関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

GetStaticIp

静的 IP に関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

GetStaticIps

すべての静的 IP に関する情報を
取得する許可を付与

読み込み

ImportKeyPair

キーペアからパブリックキーを
インポートする許可を付与

書き込み

IsVpcPeered

Amazon Lightsail Virtual Private
読み込み
Cloud (VPC) がピアリング接続さ
れているかどうかを示すブール
値を取得する許可を付与

依存アク
ション

インスタンスのパブリックポー
OpenInstancePublicPorts
トを追加または開く許可を付与

書き込み

PeerVpc

Amazon Lightsail Virtual Private
Cloud (VPC) をデフォルト VPC
とピア接続する許可を付与

書き込み

PutAlarm

アラームを作成または更新する
アクセス許可を付与し、指定し
たメトリックに関連付け

書き込み

Alarm* (p. 1274)

インスタンスに指定された開い
PutInstancePublicPorts
ているポートを設定し、リクエ
ストに含まれていないすべての
プロトコルのすべてのポートを
閉じる許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1273)

実行状態のインスタンスを再起
RebootInstance 動する許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1273)

実行状態のリレーショナルデー
RebootRelationalDatabase
タベースを再起動する許可を付
与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

コンテナイメージを Amazon
書き込み
RegisterContainerImage
Lightsail コンテナサービスに登録
する許可を付与
ReleaseStaticIp

静的 IP を削除する許可を付与

Amazon Lightsail コンテンツ配
ResetDistributionCache
信ネットワーク (CDN) ディスト
リビューションから現在キャッ
シュされているコンテンツを削
除する許可を付与
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Instance* (p. 1273)

ContainerService* (p. 1274)

書き込み

StaticIp* (p. 1273)

書き込み

Distribution* (p. 1274)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lightsail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

検証リクエストを E メールの
SendContactMethodVerification
連絡方法に送信して、リクエス
ターが所有していることを確認
する許可を付与

書き込み

Amazon Lightsail リソースの IP
SetIpAddressTypeアドレスのタイプを設定する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

Distribution (p. 1274)
Instance (p. 1273)
LoadBalancer (p. 1274)

指定した Amazon Lightsail バ
書き込み
SetResourceAccessForBucket
ケットにアクセスできる Amazon
Lightsail リソースを設定する許可
を付与

Bucket* (p. 1274)

StartInstance

Instance* (p. 1273)

停止状態のインスタンスを起動
する許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1273)

停止状態のリレーショナルデー
StartRelationalDatabase
タベースを起動する許可を付与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

StopInstance

実行状態のインスタンスを停止
する許可を付与

書き込み

Instance* (p. 1273)

実行状態のリレーショナルデー
StopRelationalDatabase
タベースを停止する許可を付与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

TagResource

タグ付け

Bucket (p. 1274)

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

Certificate (p. 1274)
ContainerService (p. 1274)
Disk (p. 1274)
DiskSnapshot (p. 1274)
Distribution (p. 1274)
Domain (p. 1273)
Instance (p. 1273)
InstanceSnapshot (p. 1273)
KeyPair (p. 1273)
LoadBalancer (p. 1274)
RelationalDatabase (p. 1274)
RelationalDatabaseSnapshot (p. 1274)
StaticIp (p. 1273)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Lightsail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)
TestAlarm

Amazon Lightsail コンソールにバ 書き込み
ナーを表示するか、指定したア
ラームに対して通知トリガーが
設定されている場合は、通知プ
ロトコルに通知を送信すること
により、アラームをテストする
許可を付与

UnpeerVpc

Amazon Lightsail Virtual Private
Cloud (VPC) をデフォルト VPC
からピア接続解除しようとする
許可を付与

書き込み

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

Alarm* (p. 1274)

Bucket (p. 1274)
Certificate (p. 1274)
ContainerService (p. 1274)
Disk (p. 1274)
DiskSnapshot (p. 1274)
Distribution (p. 1274)
Domain (p. 1273)
Instance (p. 1273)
InstanceSnapshot (p. 1273)
KeyPair (p. 1273)
LoadBalancer (p. 1274)
RelationalDatabase (p. 1274)
RelationalDatabaseSnapshot (p. 1274)
StaticIp (p. 1273)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1274)
aws:TagKeys (p. 1275)

UpdateBucket

既存の Amazon Lightsail バケッ
トを更新する許可を付与

書き込み

Bucket* (p. 1274)

既存の Amazon Lightsail バケッ
UpdateBucketBundle
トのバンドルまたはストレージ
プランを更新する許可を付与

書き込み

Bucket* (p. 1274)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Lightsail コンテナサービ 書き込み
UpdateContainerService
ス (パワー、スケール、パブリッ
クドメイン名など) の設定を更新
する許可を付与

ContainerService* (p. 1274)

既存の Amazon Lightsail コン
UpdateDistributionテンツ配信ネットワーク (CDN)
ディストリビューションまたは
その設定を更新する許可を付与

書き込み

Distribution* (p. 1274)

Amazon Lightsail コンテンツ配信 書き込み
UpdateDistributionBundle
ネットワーク (CDN) ディストリ
ビューションのバンドルを更新
する許可をアクセス許可を付与

Distribution* (p. 1274)

作成後、ドメインの RecordSet
UpdateDomainEntry
を更新する許可を付与

書き込み

Domain* (p. 1273)

ヘルスチェックパスやセッショ
UpdateLoadBalancerAttribute
ン維持などのロードバランサー
属性を更新する許可を付与

書き込み

LoadBalancer* (p. 1274)

リレーショナルデータベースを
UpdateRelationalDatabase
更新する許可を付与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

リレーショナルデータベースの
UpdateRelationalDatabaseParameters
パラメータを更新する許可を付
与

書き込み

RelationalDatabase* (p. 1274)

Amazon Lightsail で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1259)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Domain

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Domain/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

Instance

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Instance/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
InstanceSnapshot${Account}:InstanceSnapshot/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

KeyPair

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:KeyPair/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

StaticIp

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:StaticIp/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)
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リソースタイプ ARN

条件キー

Disk

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Disk/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

DiskSnapshot

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:DiskSnapshot/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

LoadBalancer

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:LoadBalancer/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
LoadBalancerTlsCertificate
${Account}:LoadBalancerTlsCertificate/${Id}
arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
ExportSnapshotRecord
${Account}:ExportSnapshotRecord/${Id}
arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
CloudFormationStackRecord
${Account}:CloudFormationStackRecord/${Id}
arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
RelationalDatabase
${Account}:RelationalDatabase/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
RelationalDatabaseSnapshot
${Account}:RelationalDatabaseSnapshot/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

Alarm

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Alarm/${Id}

Certificate

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Certificate/${Id}

ContactMethod

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:ContactMethod/${Id}

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
ContainerService ${Account}:ContainerService/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

Distribution

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Distribution/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

Bucket

arn:${Partition}:lightsail:${Region}:
${Account}:Bucket/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1275)

Amazon Lightsail の条件キー
Amazon Lightsail では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

Amazon Location のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Location (サービスプレフィックス: geo) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Location で定義されるアクション (p. 1275)
• Amazon Location で定義されるリソースタイプ (p. 1280)
• Amazon Location の条件キー (p. 1280)

Amazon Location で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ジオフェンスコレクションとト
AssociateTrackerConsumer
ラッカーリソースの間の関連付
けを作成する権限を付与します
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tracker* (p. 1280)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トラッカーリソースからデバイ
BatchDeleteDevicePositionHistory
ス位置履歴のバッチを削除する
許可を付与

Write

tracker* (p. 1280)

ジオフェンスのコレクションか
BatchDeleteGeofence
らジオフェンスのバッチを削除
する権限を付与します

Write

geofencecollection* (p. 1280)

所与のジオフェンスコレクショ
BatchEvaluateGeofences
ン内のジオフェンスの位置に照
らしてデバイスの位置を評価す
る権限を付与します

Write

geofencecollection* (p. 1280)

デバイスの位置を取得するため
BatchGetDevicePosition
のバッチリクエストを送信する
権限を付与します

Read

tracker* (p. 1280)

所与のジオフェンスコレクショ
BatchPutGeofenceンにジオフェンスを追加する
バッチリクエストを送信する権
限を付与します

Write

geofencecollection* (p. 1280)

1 つ異常のデバイスの位置更新
BatchUpdateDevicePosition
をトラッカーリソースにアップ
ロードする権限を付与します

Write

tracker* (p. 1280)

指定されたルート計算リソース
を使用してルートを計算する許
可を付与

読み取り

routecalculator* (p. 1280)

指定済みルート計算リソースを
CalculateRouteMatrix
使用して、ルートマトリクスを
計算する許可を付与します

読み取り

routecalculator* (p. 1280)

ジオフェンスコレクションを作
CreateGeofenceCollection
成する権限を付与します

Write

CalculateRoute

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

CreateMap

マップリソースを作成する権限
を付与します

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

場所インデックスリソースを作
CreatePlaceIndex成する権限を付与します

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

ルート計算リソースを作成する
CreateRouteCalculator
許可を付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateTracker

トラッカーリソースを作成する
権限を付与します

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

ジオフェンスコレクションを削
DeleteGeofenceCollection
除する許可を付与

Write

geofencecollection* (p. 1280)

DeleteMap

マップリソースを削除する権限
を付与します

Write

map* (p. 1280)

場所インデックスリソースを削
DeletePlaceIndex 除する権限を付与します

Write

placeindex* (p. 1280)

ルート計算リソースを削除する
DeleteRouteCalculator
許可を付与

Write

routecalculator* (p. 1280)

DeleteTracker

トラッカーリソースを削除する
権限を付与します

Write

tracker* (p. 1280)

ジオフェンスコレクションの詳
DescribeGeofenceCollection
細を取得する許可を付与

Read

geofencecollection* (p. 1280)

DescribeMap

マップリソースの詳細を取得す
る許可を付与。

Read

map* (p. 1280)

場所インデックスリソースの詳
DescribePlaceIndex
細を取得する許可を付与

Read

placeindex* (p. 1280)

ルート計算リソースの詳細を取
DescribeRouteCalculator
得する許可を付与

Read

routecalculator* (p. 1280)

トラッカーリソースの詳細を取
DescribeTracker 得する権限を付与します

Read

tracker* (p. 1280)

トラッカーリソースとジオフェ
DisassociateTrackerConsumer
ンスコレクションの間の関連
付けを削除する権限を付与しま
す。

Write

tracker* (p. 1280)

最新のデバイス位置を取得する
GetDevicePosition権限を付与します

読み取り

tracker* (p. 1280)

デバイス位置履歴を取得する許
GetDevicePositionHistory
可を付与します

読み取り

tracker* (p. 1280)

GetGeofence

読み取り

geofencecollection* (p. 1280)

GetMapGlyphs マップリソースのグリフファイ
ルを取得する権限を付与します

Read

map* (p. 1280)

GetMapSprites マップリソースのスプライト
ファイルを取得する権限を付与
します

Read

map* (p. 1280)

ジオフェンスコレクションから
ジオフェンスの詳細を取得する
許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マップリソースからマップスタ
GetMapStyleDescriptor
イル記述子を取得するパーミッ
ションを付与します

Read

map* (p. 1280)

GetMapTile

Read

map* (p. 1280)

指定されたトラッカーリソース
ListDevicePositions
からデバイスのリストと最新の
位置を取得する許可を付与

読み取り

tracker* (p. 1280)

ジオフェンスコレクションを一
ListGeofenceCollections
覧表示する権限を付与します

リスト

ListGeofences

所与のジオフェンスのコレク
ションに保存されているジオ
フェンスを一覧表示する権限を
付与します

Read

ListMaps

マップリソースを一覧表示する
権限を付与します

リスト

場所インデックスリソースのリ
ListPlaceIndexes ストを返す権限を付与します

リスト

ルート計算リソースのリストを
ListRouteCalculators
返すアクセス許可を付与します

リスト

リソースに割り当てたタグ (メタ
ListTagsForResource
データ) を一覧表示する許可を付
与

Read

マップリソースからマップタイ
ルを取得する権限を付与します

geofencecollection* (p. 1280)

geofencecollection (p. 1280)
map (p. 1280)
placeindex (p. 1280)
routecalculator (p. 1280)
tracker (p. 1280)

所与のトラッカーリソースに現
ListTrackerConsumers
在関連付けられているジオフェ
ンスコレクションのリストを取
得する権限を付与します

Read

ListTrackers

トラッカーリソースのリストを
返す権限を付与します

リスト

PutGeofence

新しいジオフェンスを追加した
り、既存のジオフェンスを更新
して所与のジオフェンスコレク
ションにする権限を付与します

Write

geofencecollection* (p. 1280)

読み取り

placeindex* (p. 1280)

所与の座標を逆ジオコーディン
SearchPlaceIndexForPosition
グする権限を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

部分的またはスペルミスのある
SearchPlaceIndexForSuggestions
自由形式のテキストに基づい
て、住所および対象となるポイ
ントの候補を生成する許可を付
与

読み取り

placeindex* (p. 1280)

住所、名前、都市、地域など
SearchPlaceIndexForText
自由形式のテキストをジオコー
ディングする権限を付与します

Read

placeindex* (p. 1280)

TagResource

タグ付け

geofencecollection (p. 1280)

指定されたリソースのタグに追
加するアクセス許可、またはタ
グを変更する許可を付与。タグ
は、リソースを管理するために
使用できるメタデータです

依存アク
ション

map (p. 1280)
placeindex (p. 1280)
routecalculator (p. 1280)
tracker (p. 1280)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

指定のタグ (メタデータ) をリ
UntagResource ソースから削除する許可を付与

タグ付け

geofencecollection (p. 1280)
map (p. 1280)
placeindex (p. 1280)
routecalculator (p. 1280)
tracker (p. 1280)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1280)
aws:TagKeys (p. 1280)

ジオフェンスコレクションを更
UpdateGeofenceCollection
新する許可を付与

書き込み

geofencecollection* (p. 1280)

UpdateMap

マップリソースを更新する許可
を付与

書き込み

map* (p. 1280)

場所インデックスリソースを更
UpdatePlaceIndex新する許可を付与

書き込み

placeindex* (p. 1280)

ルート計算リソースを更新する
UpdateRouteCalculator
許可を付与

書き込み

routecalculator* (p. 1280)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateTracker

トラッカーリソースを更新する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

tracker* (p. 1280)

Amazon Location で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1275)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

geofencecollection

arn:${Partition}:geo:${Region}:
${Account}:geofence-collection/
${GeofenceCollectionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1280)

map

arn:${Partition}:geo:${Region}:
${Account}:map/${MapName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1280)

place-index

arn:${Partition}:geo:${Region}:
${Account}:place-index/${IndexName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1280)

routecalculator

arn:${Partition}:geo:${Region}:
${Account}:route-calculator/
${CalculatorName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1280)

tracker

arn:${Partition}:geo:${Region}:
${Account}:tracker/${TrackerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1280)

Amazon Location の条件キー
Amazon Location では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値でアクセスをフィルター

文字列

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスによっ
てアクションをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Lookout for Equipment のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Lookout for Equipment (サービスプレフィックス: lookoutequipment) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lookout for Equipment で定義されているアクション (p. 1281)
• Amazon Lookout for Equipment で定義されているリソースタイプ (p. 1284)
• Amazon Lookout for Equipment の条件キー (p. 1285)

Amazon Lookout for Equipment で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateDataset

データセットを作成する許可を
付与

書き込み

依存アク
ション

dataset* (p. 1284)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1285)
aws:TagKeys (p. 1285)

トレーニングされたモデルの推
CreateInferenceScheduler
論スケジューラを作成する許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1285)
aws:TagKeys (p. 1285)
CreateLabel

ラベルを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

labelgroup* (p. 1284)

ラベルグループを作成するアク
CreateLabelGroupセス許可を付与

書き込み

labelgroup* (p. 1284)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1285)
aws:TagKeys (p. 1285)

CreateModel

データセットでトレーニングさ
れたモデルを作成する許可を付
与

書き込み

dataset* (p. 1284)
model* (p. 1284)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1285)
aws:TagKeys (p. 1285)

DeleteDataset

データセットを削除する許可を
付与

書き込み

dataset* (p. 1284)

推論スケジューラを削除する許
DeleteInferenceScheduler
可を付与

書き込み

inferencescheduler* (p. 1284)

DeleteLabel

ラベルを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

labelgroup* (p. 1284)

ラベルグループを削除するアク
DeleteLabelGroupセス許可を付与

書き込み

labelgroup* (p. 1284)

DeleteModel

書き込み

model* (p. 1284)

モデルを削除する許可を付与

データ取り込みジョブを説明す
DescribeDataIngestionJob
る許可を付与

読み込み

データセットを記述するアクセ
DescribeDataset ス許可を付与

読み込み

dataset* (p. 1284)

推論スケジューラを説明する許
DescribeInferenceScheduler
可を付与

読み取り

inferencescheduler* (p. 1284)

ラベルグループを記述するアク
DescribeLabelGroup
セス許可を付与

読み取り

labelgroup* (p. 1284)

DescribeModel モデルを記述する許可を付与

読み取り

model* (p. 1284)

Describelabel

読み取り

labelgroup* (p. 1284)

ラベルを記述するアクセス許可
を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントまたは特定のデータ
ListDataIngestionJobs
セットのデータ取り込みジョブ
を一覧表示する許可を付与

リスト

ListDatasets

リスト

アカウント内のデータセットを
一覧表示する許可を付与

dataset* (p. 1284)

推論スケジューラの推論実行を
ListInferenceExecutions
一覧表示する許可を付与

読み込み

inferencescheduler* (p. 1284)

アカウントに推論スケジューラ
ListInferenceSchedulers
を一覧表示する許可を付与

リスト

アカウント内のラベルグループ
ListLabelGroups を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

labelgroup* (p. 1284)

ListLabels

アカウント内のラベルを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

labelgroup* (p. 1284)

ListModels

アカウントのモデルを一覧表示
する許可を付与

リスト

特定のデータセットまたは取り
ListSensorStatistics
込みジョブのセンサー統計を一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

dataset* (p. 1284)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

dataset (p. 1284)
inferencescheduler (p. 1284)
labelgroup (p. 1284)
model (p. 1284)

データセットのデータ取り込み
StartDataIngestionJob
ジョブを開始する許可を付与

書き込み

dataset* (p. 1284)

推論スケジューラを開始する許
StartInferenceScheduler
可を付与

書き込み

inferencescheduler* (p. 1284)

推論スケジューラを停止する許
StopInferenceScheduler
可を付与

書き込み

inferencescheduler* (p. 1284)

TagResource

タグ付け

dataset (p. 1284)

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

inferencescheduler (p. 1284)
labelgroup (p. 1284)
model (p. 1284)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1285)
aws:TagKeys (p. 1285)
リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

dataset (p. 1284)
inferencescheduler (p. 1284)
labelgroup (p. 1284)
model (p. 1284)
aws:TagKeys (p. 1285)

推論スケジューラを更新する許
UpdateInferenceScheduler
可を付与

書き込み

inferencescheduler* (p. 1284)

ラベルグループを更新するアク
UpdateLabelGroup
セス許可を付与

書き込み

labelgroup* (p. 1284)

Amazon Lookout for Equipment で定義されているリソースタイ
プ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1281)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

dataset

arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:
${Account}:dataset/${DatasetName}/
${DatasetId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1285)

model

arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:
${Account}:model/${ModelName}/${ModelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1285)

inferencescheduler

arn:${Partition}:lookoutequipment:
${Region}:${Account}:inferencescheduler/${InferenceSchedulerName}/
${InferenceSchedulerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1285)

label-group

arn:${Partition}:lookoutequipment:${Region}:
${Account}:label-group/${LabelGroupName}/
${LabelGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1285)
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Amazon Lookout for Equipment の条件キー
Amazon Lookout for Equipment では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Lookout for Metrics のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Lookout for Metrics (サービスプレフィックス: lookoutmetrics) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lookout for Metrics で定義されているアクション (p. 1285)
• Amazon Lookout for Metrics で定義されているリソースタイプ (p. 1288)
• Amazon Lookout for Metrics の条件キー (p. 1288)

Amazon Lookout for Metrics で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

異常検出器をアクティブ化する
ActivateAnomalyDetector
許可を付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常検出器でバックテストを実
BackTestAnomalyDetector
行する許可を付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

CreateAlert

書き込み

Alert* (p. 1288)

異常検出器のアラートを作成す
る許可を付与

AnomalyDetector* (p. 1288)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1289)
aws:TagKeys (p. 1289)

異常検出器を作成する許可を付
CreateAnomalyDetector
与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1289)
aws:TagKeys (p. 1289)

データセットを作成する許可を
CreateMetricSet 付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)
MetricSet* (p. 1288)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1289)
aws:TagKeys (p. 1289)

異常検出器を無効にする許可を
DeactivateAnomalyDetector
付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

DeleteAlert

アラートを削除する許可を付与

書き込み

Alert* (p. 1288)

異常検出器を削除する許可を付
DeleteAnomalyDetector
与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

DescribeAlert

アラートに関する詳細を取得す
る許可を付与

読み込み

Alert* (p. 1288)

異常検出ジョブに関する情報を
DescribeAnomalyDetectionExecutions
取得する許可を付与

読み込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常検出器の詳細を取得する許
DescribeAnomalyDetector
可を付与

読み込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

データセットに関する詳細を取
DescribeMetricSet得する許可を付与

読み込み

MetricSet* (p. 1288)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

データソースからメトリクス
DetectMetricSetConfig
セット設定を検出するアクセス
許可を付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

影響を受けるメトリクスのグ
GetAnomalyGroupループの詳細を取得する許可を
付与

読み込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常検出器のデータ品質メトリ
GetDataQualityMetrics
クスを取得する許可を付与

読み込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

GetFeedback

読み込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常グループの影響を受けるメ
トリクスに関するフィードバッ
クを取得するためのアクセス許
可を付与

Amazon S3 データソースからサ
GetSampleData ンプルレコードの選択を取得す
るためのアクセス許可を付与

読み込み

ListAlerts

検出器のアラートのリストを取
得する許可を付与

リスト

異常検出器のリストを取得する
ListAnomalyDetectors
許可を付与

リスト

異常グループの関連測定値のリ
ListAnomalyGroupRelatedMetrics
ストを取得する許可を付与

リスト

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常グループのリストを取得す
ListAnomalyGroupSummaries
る許可を付与

リスト

AnomalyDetector* (p. 1288)

異常グループのメジャーに対し
ListAnomalyGroupTimeSeries
て影響を受けるメトリクスのリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

リスト

AnomalyDetector* (p. 1288)

ListMetricSets

リスト

AnomalyDetector (p. 1288)

ディテクター、データセット、
ListTagsForResource
またはアラートのタグのリスト
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み込み

Alert (p. 1288)

PutFeedback

異常グループの影響を受けるメ
トリクスのフィードバックを追
加する許可を付与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

TagResource

ディテクター、データセット、
またはアラートにタグを追加す
る許可を付与

タグ付け

Alert (p. 1288)

データセットのリストを取得す
る許可を付与

AnomalyDetector (p. 1288)

AnomalyDetector (p. 1288)
MetricSet (p. 1288)

AnomalyDetector (p. 1288)
MetricSet (p. 1288)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1289)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1289)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1289)
ディテクター、データセット、
UntagResource アラートからタグを削除する許
可を付与

タグ付け

Alert (p. 1288)
AnomalyDetector (p. 1288)
MetricSet (p. 1288)
aws:TagKeys (p. 1289)

UpdateAlert

異常検出器のアラートを更新す
る許可を付与

書き込み

Alert* (p. 1288)

異常検出器を更新する許可を付
UpdateAnomalyDetector
与

書き込み

AnomalyDetector* (p. 1288)

データセットを更新する権限を
UpdateMetricSet 付与

書き込み

MetricSet* (p. 1288)

Amazon Lookout for Metrics で定義されているリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1285)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:lookoutmetrics:
AnomalyDetector ${Region}:${Account}:AnomalyDetector:
${AnomalyDetectorName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1289)

MetricSet

arn:${Partition}:lookoutmetrics:${Region}:
${Account}:MetricSet/${AnomalyDetectorName}/
${MetricSetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1289)

Alert

arn:${Partition}:lookoutmetrics:${Region}:
${Account}:Alert:${AlertName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1289)

Amazon Lookout for Metrics の条件キー
Amazon Lookout for Metrics では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Lookout for Vision のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Lookout for Vision (サービスプレフィックス: lookoutvision) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Lookout for Vision で定義されているアクション (p. 1289)
• Amazon Lookout for Vision で定義されているリソースタイプ (p. 1291)
• Amazon Lookout for Vision の条件キー (p. 1292)

Amazon Lookout for Vision で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateDataset

データセットマニフェストを作
成するアクセス許可を付与

書き込み

CreateModel

新しい異常検出モデルを作成す
るアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

model* (p. 1292)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1292)
aws:TagKeys (p. 1292)

CreateProject

新しいプロジェクトを作成する
アクセス許可を付与

書き込み

DeleteDataset

データセットを削除する許可を
付与

書き込み

DeleteModel

モデルおよび関連するすべての
アセットを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

model* (p. 1292)

DeleteProject

プロジェクトを完全に削除する
アクセス許可を付与

書き込み

project* (p. 1292)

データセットマニフェストに関
DescribeDataset する詳細情報を表示するアクセ
ス許可を付与

読み込み

DescribeModel モデルに関する詳細情報を表示
するアクセス許可を付与

読み込み

モデルパッケージングジョブに
DescribeModelPackagingJob
関する詳細情報を表示する許可
を付与

読み込み

プロジェクトに関する詳細情報
DescribeProject を表示するアクセス許可を付与

読み込み

実行中の異常検出ジョブに関す
DescribeTrialDetection
るステータス情報を提供するア
[アクセス許可
クセス許可を付与
のみ]

読み込み

異常検出を呼び出すアクセス許
DetectAnomalies 可を付与

書き込み

データセットマニフェストの内
ListDatasetEntries容を一覧表示するアクセス許可
を付与

読み込み

プロジェクトに関連付けられて
ListModelPackagingJobs
いるすべてのモデルパッケージ
ングジョブを一覧表示する許可
を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListModels

プロジェクトに関連付けられて
いるすべてのモデルを一覧表示
するアクセス許可を付与

リスト

ListProjects

すべてのプロジェクトを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

すべての異常検出ジョブを一覧
ListTrialDetections表示するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

StartModel

異常検出モデルを開始するアク
セス許可を付与

書き込み

model* (p. 1292)

モデルパッケージングジョブを
StartModelPackagingJob
開始する許可を付与

書き込み

model* (p. 1292)

S3 バケットに保存された一連の
StartTrialDetectionイメージについて異常の一括検
[アクセス許可
出を開始する剣健を付与
のみ]

書き込み

StopModel

異常検出モデルを停止する許可
を付与

書き込み

model* (p. 1292)

TagResource

指定されたキーと値のペアでリ
ソースにタグを付けるアクセス
許可を付与

タグ付け

model (p. 1292)

依存アク
ション

model (p. 1292)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1292)
aws:TagKeys (p. 1292)

所与のキーを持つタグをリソー
UntagResource スから削除する許可を付与

タグ付け

トレーニングまたはテストデー
UpdateDatasetEntries
タセットのマニフェストを更新
するアクセス許可を付与

書き込み

model (p. 1292)
aws:TagKeys (p. 1292)

Amazon Lookout for Vision で定義されているリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1289)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

model

arn:${Partition}:lookoutvision:${Region}:
${Account}:model/${ProjectName}/
${ModelVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1292)

project

arn:${Partition}:lookoutvision:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}

Amazon Lookout for Vision の条件キー
Amazon Lookout for Vision では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Machine Learning のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Machine Learning (サービスプレフィックス: machinelearning) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Machine Learning で定義されるアクション (p. 1292)
• Amazon Machine Learning で定義されるリソースタイプ (p. 1295)
• Amazon Machine Learning の条件キー (p. 1296)

Amazon Machine Learning で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddTags

1 つ以上のタグをオブジェクトに
追加します (最大 10 個)。各タグ
はキーとオプションの値で構成
されます。

タグ付け

batchprediction (p. 1295)
datasource (p. 1295)
evaluation (p. 1295)
mlmodel (p. 1295)

観測グループの予測を生成しま
CreateBatchPrediction
す。

Write

batchprediction* (p. 1295)
datasource* (p. 1295)
mlmodel* (p. 1295)

Amazon RDS から DataSource
CreateDataSourceFromRDS
オブジェクトを作成します。

Write

datasource* (p. 1295)

Amazon Redshift クラスターでホ Write
CreateDataSourceFromRedshift
ストされているデータベースか
ら DataSource を作成します。

datasource* (p. 1295)

S3 から DataSource オブジェク
CreateDataSourceFromS3
トを作成します。

Write

datasource* (p. 1295)

MLModel の新しい評価を作成し
CreateEvaluation ます。

Write

datasource* (p. 1295)
evaluation* (p. 1295)
mlmodel* (p. 1295)

CreateMLModel

新しい MLModel を作成します。

Write

datasource* (p. 1295)
mlmodel* (p. 1295)

MLModel のリアルタイムエンド
CreateRealtimeEndpoint
ポイントを作成します。

Write

mlmodel* (p. 1295)

DELETED ステータスを
DeleteBatchPrediction
BatchPrediction に割り当て、使
用できない状態にします。

Write

batchprediction* (p. 1295)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DELETED ステータスを
DeleteDataSourceDataSource に割り当て、使用で
きない状態にします。

Write

datasource* (p. 1295)

DELETED ステータスを
Write
DeleteEvaluation Evaluation に割り当て、使用でき
ない状態にします。

evaluation* (p. 1295)

DELETED ステータスを
DeleteMLModel MLModel に割り当て、使用でき
ない状態にします。

Write

mlmodel* (p. 1295)

MLModel のリアルタイムエンド
DeleteRealtimeEndpoint
ポイントを削除します。

Write

mlmodel* (p. 1295)

DeleteTags

タグ付け

batchprediction (p. 1295)

ML オブジェクトに関連付けられ
ている指定されたタグを削除し
ます。このオペレーションが完
了すると、削除されたタグを復
旧することはできません。

datasource (p. 1295)
evaluation (p. 1295)
mlmodel (p. 1295)

リクエスト内の検索条件に一致
DescribeBatchPredictions
する BatchPrediction オペレー
ションのリストを返します。

リスト

リクエスト内の検索条件に一致
DescribeDataSources
する DataSource のリストを返し
ます。

リスト

リクエスト内の検索条件に一致
DescribeEvaluations
する DescribeEvaluations のリス
トを返します。

リスト

リクエスト内の検索条件に一致
DescribeMLModels
する MLModel のリストを返しま
す。

リスト

DescribeTags

リスト

1 つ以上の Amazon ML オブジェ
クトのタグについて説明しま
す。

batchprediction (p. 1295)
datasource (p. 1295)
evaluation (p. 1295)
mlmodel (p. 1295)

詳細なメタデータ、ステータ
GetBatchPrediction
ス、およびデータファイル情報
を含む BatchPrediction を返しま
す。

Read

batchprediction* (p. 1295)

メタデータやデータファイル情
報、DataSource の現在のステー
タスを含む DataSource を返しま
す。

Read

datasource* (p. 1295)

GetDataSource
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetEvaluation

メタデータと Evaluation の現在
のステータスを含む Evaluation
を返します。

Read

datasource* (p. 1295)

GetMLModel

詳細なメタデータ、データソー
ス情報、および MLModel の現在
のステータスを含む MLModel を
返します。

Read

mlmodel* (p. 1295)

Predict

指定した ML モデルを使用して観 Write
察の予測を生成します。

mlmodel* (p. 1295)

BatchPrediction の
Write
UpdateBatchPrediction
BatchPredictionName を更新しま
す。

batchprediction* (p. 1295)

DataSource の DataSourceName
UpdateDataSource
を更新します。

Write

datasource* (p. 1295)

Evaluation の EvaluationName を
UpdateEvaluation 更新します。

Write

evaluation* (p. 1295)

MLModel の MLModelName と
UpdateMLModel ScoreThreshold を更新します。

Write

mlmodel* (p. 1295)

依存アク
ション

Amazon Machine Learning で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1292)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
batchprediction

条件キー

arn:${Partition}:machinelearning:
${Region}:${Account}:batchprediction/
${BatchPredictionId}

datasource

arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:
${Account}:datasource/${DatasourceId}

evaluation

arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:
${Account}:evaluation/${EvaluationId}

mlmodel

arn:${Partition}:machinelearning:${Region}:
${Account}:mlmodel/${MlModelId}
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Amazon Machine Learning の条件キー
Machine Learning には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Macie のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Macie (サービスプレフィックス: macie2) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Macie で定義されるアクション (p. 1296)
• Amazon Macie で定義されるリソースタイプ (p. 1302)
• Amazon Macie の条件キー (p. 1302)

Amazon Macie で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
DisassociateFromMasterAccount アクションと GetMasterAccount アクションは廃止されまし
た。代わりに、DisassociateFromAdministratorAccount アクションと GetAdministratorAccount ア
クションをそれぞれ指定することをお勧めします。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Macie メンバーシップへ Write
AcceptInvitation の招待を承諾する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のカスタムデータ識別子
BatchGetCustomDataIdentifiers
に関する情報を取得する許可を
付与

読み取り

許可リストの設定を作成および
CreateAllowList 定義するアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

CustomDataIdentifier* (p. 1302)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

機密データ検出ジョブの設定を
CreateClassificationJob
作成および定義する許可を付与

Write

ClassificationJob* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

カスタムデータ識別子の設定を
CreateCustomDataIdentifier
作成および定義する許可を付与

Write

CustomDataIdentifier* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

結果フィルターの設定を作成お
CreateFindingsFilter
よび定義する許可を付与

Write

FindingsFilter* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

Amazon Macie メンバーシップ招 Write
CreateInvitations 待状を送信する許可を付与
CreateMember アカウントを Amazon Macie 管
理者アカウントに関連付けるア
クセス許可を付与

Write

Member* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

サンプル結果を作成する許可を
CreateSampleFindings
付与。

Write

Amazon Macie メンバーシップへ 書き込み
DeclineInvitations の招待を拒否する許可を付与
書き込み

AllowList* (p. 1302)

カスタムデータ識別子を削除す
DeleteCustomDataIdentifier
る許可を付与

Write

CustomDataIdentifier* (p. 1302)

結果フィルターを削除する許可
DeleteFindingsFilter
を付与

Write

FindingsFilter* (p. 1302)

DeleteAllowList

許可リストを削除するアクセス
許可を付与

Amazon Macie メンバーシップの Write
DeleteInvitations 招待状を削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteMember

Amazon Macie 管理者アカウント Write
とアカウント間の関連付けを削
除する許可を付与

Amazon Macie が監視および分
DescribeBuckets 析する S3 バケットに関する統計
データおよびその他の情報を取
得する許可を付与

Read

機密データ検出ジョブのステー
DescribeClassificationJob
タスと設定に関する情報を取得
する許可を付与

Read

AWS 組織の Amazon Macie 構成
DescribeOrganizationConfiguration
設定に関する情報を取得する許
可を付与

Read

DisableMacie

Write

Amazon Macie アカウントを無
効にする許可を付与。これによ
り、アカウントの Macie リソー
スも削除されます

AWS 組織の Amazon Macie の委
DisableOrganizationAdminAccount
任管理者アカウントとしてアカ
ウントを無効にする許可を付与

Member* (p. 1302)

ClassificationJob* (p. 1302)

書き込み

Macie 管理者アカウントとの関連 書き込み
DisassociateFromAdministratorAccount
付けを解除するアクセス許可を
Amazon Macie メンバーアカウン
トに付与
Macie 管理者アカウントとの関連 書き込み
DisassociateFromMasterAccount
付けを解除するアクセス許可を
Amazon Macie メンバーアカウン
トに付与
Macie メンバーアカウントとの関 書き込み
DisassociateMember
連付けを解除するアクセス許可
を Amazon Macie 管理者アカウ
ントに付与
EnableMacie

新しい Amazon Macie アカウン
トの設定を有効にして指定する
ためのアクセス許可を付与

AWS 組織の Amazon Macie の委
EnableOrganizationAdminAccount
任管理者アカウントとしてアカ
ウントを有効にする許可を付与

Member* (p. 1302)

Write

Write

Amazon Macie 管理者アカウント 読み取り
GetAdministratorAccount
に関する情報を取得するアクセ
ス許可をアカウントに付与
GetAllowList

許可リストの設定とステータス
を取得するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Macie が監視および分析 Read
GetBucketStatistics
するすべての S3 バケットの集計
された統計データを取得する許
可を付与
機密データ検出結果をエクス
GetClassificationExportConfiguration
ポートするための設定を取得す
る許可を付与

Read

カスタムデータ識別子の設定に
GetCustomDataIdentifier
関する情報を取得する許可を付
与

Read

結果に関する集計された統計
GetFindingStatistics
データを取得する許可を付与

Read

GetFindings

Read

1 つまたは複数の結果の詳細を取
得する許可を付与

結果フィルターの設定に関する
GetFindingsFilter 情報を取得する許可を付与

Read

AWS Security Hub に調査結果を
GetFindingsPublicationConfiguration
公開するための構成設定を取得
する許可を付与

Read

CustomDataIdentifier* (p. 1302)

FindingsFilter* (p. 1302)

アカウントで受け取った Amazon Read
GetInvitationsCount
Macie メンバーシップの招待状の
数を取得する許可を付与
Amazon Macie アカウントのス
GetMacieSession テータスと構成設定に関する情
報を取得する許可を付与

読み取り

Amazon Macie 管理者アカウント 読み取り
GetMasterAccountに関する情報を取得するアクセ
ス許可をアカウントに付与
GetMember

Amazon Macie 管理者アカウント 読み取り
に関連付けられているアカウン
トに関する情報を取得する許可
を付与

検出結果によって報告された機
GetRevealConfiguration
密データの出現の取得のため
に、ステータスと構成設定を取
得する許可を付与

読み取り

検出結果によって報告された機
GetSensitiveDataOccurrences
密データの出現を取得する許可
を付与

読み取り

検出結果のために機密データの
GetSensitiveDataOccurrencesAvailability
出現を取得できるかどうかを確
認する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 つ以上のアカウントのクォータ
GetUsageStatistics
と集計された使用状況データを
取得する許可を付与

Read

アカウントの集計使用状況デー
GetUsageTotals タを取得する許可を付与

読み取り

ListAllowLists

リスト

アカウントのすべての許可リス
トに関する情報のサブセットを
取得するアクセス許可を付与

1 つ以上の機密データ検出ジョブ
ListClassificationJobs
のステータスと設定に関する情
報を取得する許可を付与

リスト

すべてのカスタムデータ識別子
ListCustomDataIdentifiers
に関する情報を取得する許可を
付与

リスト

ListFindings

リスト

1 つ以上の結果に関する情報のサ
ブセットを取得する許可を付与

すべての結果フィルターに関す
ListFindingsFiltersる情報を取得する許可を付与

リスト

ListInvitations

アカウントから受け取ったすべ
ての Amazon Macie メンバー
シップ招待状に関する情報を取
得する許可を付与

リスト

マネージドデータ識別子に関す
ListManagedDataIdentifiers
る情報を取得する許可を付与

リスト

ListMembers

依存アク
ション

Amazon Macie マスターアカウン リスト
トに関連付けられている Macie
管理者アカウントに関する情報
を取得する許可を付与

AWS 組織の委任された Amazon リスト
ListOrganizationAdminAccounts
Macie 管理者アカウントに関する
情報を取得する許可を付与
Amazon Macie リソースのタグを Read
ListTagsForResource
取得する許可を付与

AllowList (p. 1302)
ClassificationJob (p. 1302)
CustomDataIdentifier (p. 1302)
FindingsFilter (p. 1302)
Member (p. 1302)

機密データ検出結果を保存する
PutClassificationExportConfiguration
ための設定を作成または更新す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Security Hub に調査結果を
PutFindingsPublicationConfiguration
公開するための構成設定を更新
する許可を付与

依存アク
ション

Write

Amazon Macie がモニタリングお Read
SearchResourcesよび分析する AWS リソースに関
する統計データおよびその他の
情報を取得する許可を付与
TagResource

Amazon Macie リソースのタグを タグ付け
追加または更新する許可を付与

AllowList (p. 1302)
ClassificationJob (p. 1302)
CustomDataIdentifier (p. 1302)
FindingsFilter (p. 1302)
Member (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

カスタムデータ識別子をテスト
TestCustomDataIdentifier
する許可を付与

Write

Amazon Macie リソースからタグ タグ付け
UntagResource を削除する許可を付与。

AllowList (p. 1302)
ClassificationJob (p. 1302)
CustomDataIdentifier (p. 1302)
FindingsFilter (p. 1302)
Member (p. 1302)
aws:TagKeys (p. 1303)

許可リストの設定を更新するア
UpdateAllowList クセス許可を付与

書き込み

AllowList* (p. 1302)

機密データ検出ジョブのステー
UpdateClassificationJob
タスを変更する許可を付与

Write

ClassificationJob* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)

結果フィルターの設定を更新す
UpdateFindingsFilter
る許可を付与

Write

FindingsFilter* (p. 1302)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1303)
aws:TagKeys (p. 1303)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Macie アカウントの一
書き込み
UpdateMacieSession
時停止または再有効化、または
Macie アカウントの構成設定を更
新する許可を付与
Macie メンバーアカウントを一時 書き込み
UpdateMemberSession
停止または再有効化するアクセ
ス許可を Amazon Macie 管理者
アカウントに付与
AWS 組織の Amazon Macie 構成
UpdateOrganizationConfiguration
設定を更新する許可を付与

書き込み

検出結果によって報告された機
UpdateRevealConfiguration
密データの出現の取得のため
に、ステータスと構成設定を更
新する許可を付与

書き込み

Amazon Macie で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1296)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

AllowList

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1303)

arn:${Partition}:macie2:${Region}:
${Account}:allow-list/${ResourceId}

arn:${Partition}:macie2:${Region}:
ClassificationJob ${Account}:classification-job/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1303)

arn:${Partition}:macie2:${Region}:
CustomDataIdentifier
${Account}:custom-data-identifier/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1303)

FindingsFilter

arn:${Partition}:macie2:${Region}:
${Account}:findings-filter/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1303)

Member

arn:${Partition}:macie2:${Region}:
${Account}:member/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1303)

Amazon Macie の条件キー
Amazon Macie では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Mainframe Modernization サービスのアクショ
ン、リソース、条件キー
AWS Mainframe Modernization サービス (サービスプレフィックス: m2) では、IAM 許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Mainframe Modernization サービスで定義されるアクション (p. 1303)
• AWS Mainframe Modernization サービスで定義されるリソースタイプ (p. 1306)
• AWS Mainframe Modernization サービスの条件キー (p. 1306)

AWS Mainframe Modernization サービスで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

バッチジョブの実行をキャンセ
CancelBatchJobExecution
ルする許可を付与

書き込み

Application* (p. 1306)

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与

書き込み

セットインポートタスクを作成
CreateDataSetImportTask
する許可を付与

書き込み

Application* (p. 1306)

s3:GetObject

デプロイを作成する許可を付与
CreateDeployment

書き込み

Application* (p. 1306)

elasticloadbalancing:Crea

aws:RequestTag/
s3:GetObject
${TagKey} (p. 1307)
s3:ListBucket
aws:TagKeys (p. 1307)

elasticloadbalancing:Crea

elasticloadbalancing:Regis
Environment (p. 1306)
環境を作成する許可を付与
CreateEnvironment

書き込み

aws:RequestTag/
ec2:CreateNetworkInterfa
${TagKey} (p. 1307)
ec2:CreateNetworkInterfa
aws:TagKeys (p. 1307)
ec2:DescribeNetworkInter

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcAttribute
ec2:DescribeVpcs

ec2:ModifyNetworkInterfac

elasticfilesystem:Describe

elasticloadbalancing:Crea
fsx:DescribeFileSystems

iam:CreateServiceLinkedR
アプリケーションを削除する許
DeleteApplication 可を付与

書き込み

ランタイム環境からアプリケー
DeleteApplicationFromEnvironment
シを削除する許可を付与

書き込み

ランタイム環境を削除する許可
DeleteEnvironment
を付与

書き込み

Environment* (p. 1306)

GetApplication

読み取り

Application* (p. 1306)

アプリケーションを取得する許
可を付与
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elasticloadbalancing:Delet

elasticloadbalancing:Delet
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションバージョンを
GetApplicationVersion
取得する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

バッチジョブ実行を取得するア
GetBatchJobExecution
クセス許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

データセットの詳細を取得する
GetDataSetDetails許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

データセットのインポートタス
GetDataSetImportTask
クを取得する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

デプロイを取得する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

ランタイム環境を取得する許可
GetEnvironment を付与

読み取り

Environment* (p. 1306)

アプリケーションのバージョン
ListApplicationVersions
を一覧表示する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

アプリケーションを一覧表示す
ListApplications る許可を付与

リスト

Environment (p. 1306)

バッチジョブ定義を一覧表示す
ListBatchJobDefinitions
る許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

バッチジョブのジョブ実行を一
ListBatchJobExecutions
覧表示する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

データセットインポート履歴を
ListDataSetImportHistory
一覧表示する許可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

ListDataSets

データセットを一覧表示する許
可を付与

読み取り

Application* (p. 1306)

デプロイを一覧表示する許可を
ListDeployments 付与

読み取り

Application* (p. 1306)

エンジンバージョンを一覧表示
ListEngineVersions
する許可を付与

読み取り

ランタイム環境を一覧表示する
ListEnvironments 許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

アプリケーションを開始する許
StartApplication 可を付与

書き込み

Application* (p. 1306)

StartBatchJob

バッチジョブを開始する許可を
付与

書き込み

Application* (p. 1306)

アプリケーションを停止する許
StopApplication 可を付与

書き込み

Application* (p. 1306)

GetDeployment
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

Application (p. 1306)
Environment (p. 1306)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1307)
aws:TagKeys (p. 1307)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

Application (p. 1306)
Environment (p. 1306)
aws:TagKeys (p. 1307)

アプリケーションを更新する許
UpdateApplication可を付与

書き込み

ランタイム環境を更新する許可
UpdateEnvironment
を付与

書き込み

Application* (p. 1306)

s3:GetObject
s3:ListBucket

Environment* (p. 1306)

AWS Mainframe Modernization サービスで定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1303)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Application

arn:${Partition}:m2:${Region}:
${Account}:app/${ApplicationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1307)

Environment

arn:${Partition}:m2:${Region}:
${Account}:env/${EnvironmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1307)

AWS Mainframe Modernization サービスの条件キー
AWS Mainframe Modernization サービスでは、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。

1306

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Managed Blockchain

条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Managed Blockchain のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Managed Blockchain (サービスプレフィックス: managedblockchain) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Blockchain で定義されるアクション (p. 1307)
• Amazon Managed Blockchain で定義されるリソースタイプ (p. 1310)
• Amazon Managed Blockchain の条件キー (p. 1311)

Amazon Managed Blockchain で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

CreateMember Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーを作成
する許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

iam:CreateServiceLinkedR

network* (p. 1310)

aws:TagKeys (p. 1311)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1311)

CreateNetwork Amazon Managed Blockchain
ネットワークを作成する許可を
付与

書き込み

CreateNode

書き込み

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバー内に
ノードを作成する許可を付与

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 1311)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1311)
member (p. 1310)

iam:CreateServiceLinkedR

network (p. 1310)
aws:TagKeys (p. 1311)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1311)

Amazon Managed Blockchain
CreateProposal ネットワークでメンバーを追加
または削除するために、他のブ
ロックチェーンネットワークの
メンバーが投票できる提案を作
成する許可を付与

書き込み

DeleteMember

Amazon Managed Blockchain
ネットワークからメンバーおよ
び関連付けられているすべての
リソースを削除する許可を付与

書き込み

member* (p. 1310)

DeleteNode

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーから
ノードを削除する許可を付与

書き込み

node* (p. 1310)

GetMember

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーに関す
る詳細情報を返すアクセス許可
を付与する

読み込み

member* (p. 1310)

GetNetwork

Amazon Managed Blockchain
ネットワークに関する詳細情報
を返すアクセス許可を付与する

読み込み

network* (p. 1310)

GetNode

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバー内の
ノードに関する詳細情報を返す
アクセス許可を付与する

読み込み

node* (p. 1310)

GetProposal

Amazon Managed Blockchain
ネットワークの提案に関する詳
細情報を返すアクセス許可を付
与する

読み込み

proposal* (p. 1310)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListInvitations

任意の Managed Blockchain ネッ
トワークからアクティブな AWS
アカウント に拡張された招待を
一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

ListMembers

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーとその
メンバーシップのプロパティを
一覧表示する許可を付与

リスト

ListNetworks

現在の AWS アカウント が参
加している Amazon Managed
Blockchain ネットワークを一覧
表示するアクセス許可を付与し
ます

リスト

ListNodes

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバー内の
ノードを一覧表示する許可を付
与

リスト

network* (p. 1310)

member (p. 1310)
network (p. 1310)

投票の値、特定の Amazon
ListProposalVotesManaged Blockchain ネットワー
クに対して票を投じるメンバー
の一意の識別子など、提案に対
するすべての投票を一覧表示す
る許可を付与

読み込み

proposal* (p. 1310)

ListProposals

リスト

network* (p. 1310)

読み込み

invitation (p. 1311)

特定の Amazon Managed
Blockchain ネットワークの提案
を一覧表示する許可を付与

Amazon Managed Blockchain リ
ListTagsForResource
ソースに関連付けられたタグを
表示する許可を付与

member (p. 1310)
network (p. 1310)
node (p. 1310)
proposal (p. 1310)

RejectInvitation
TagResource

ブロックチェーンネットワーク
への参加招待を拒否する許可を
付与

書き込み

invitation* (p. 1311)

Amazon Managed Blockchain リ
ソースにタグを追加する許可を
付与

タグ付け

invitation (p. 1311)
member (p. 1310)
network (p. 1310)
node (p. 1310)
proposal (p. 1310)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1311)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1311)
Amazon Managed Blockchain リ
UntagResource ソースからタグを削除する許可
を付与

タグ付け

invitation (p. 1311)
member (p. 1310)
network (p. 1310)
node (p. 1310)
proposal (p. 1310)
aws:TagKeys (p. 1311)

UpdateMember
UpdateNode

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーを更新
する許可を付与

書き込み

member* (p. 1310)

iam:CreateServiceLinkedR

Amazon Managed Blockchain
ネットワークのメンバーから
ノードを更新する許可を付与

書き込み

node* (p. 1310)

iam:CreateServiceLinkedR

書き込み

proposal* (p. 1310)

指定されたブロックチェーン
VoteOnProposal ネットワークメンバーに代わっ
て提案に票を投じるアクセス許
可を付与する

Amazon Managed Blockchain で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1307)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

network

arn:${Partition}:managedblockchain:
${Region}::networks/${NetworkId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1311)

member

arn:${Partition}:managedblockchain:
${Region}:${Account}:members/${MemberId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1311)

node

arn:${Partition}:managedblockchain:
${Region}:${Account}:nodes/${NodeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1311)

proposal

arn:${Partition}:managedblockchain:
${Region}::proposals/${ProposalId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1311)
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リソースタイプ ARN

条件キー

invitation

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1311)

arn:${Partition}:managedblockchain:
${Region}:${Account}:invitations/
${InvitationId}

Amazon Managed Blockchain の条件キー
Amazon Managed Blockchain では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

Amazon Managed Blockchain リソースに関連付けられたタグ
に基づいてアクションをフィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Managed Grafana のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Managed Grafana (サービスプレフィックス: grafana) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Grafana で定義されるアクション (p. 1311)
• Amazon Managed Grafana で定義されるリソースタイプ (p. 1313)
• Amazon Managed Grafana の条件キー (p. 1313)

Amazon Managed Grafana で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ライセンスを使用してワークス
AssociateLicense ペースをアップグレードする許
可を付与

書き込み

awsmarketplace:ViewSubscrip

ワークスペースを作成する権限
CreateWorkspaceを付与します

書き込み

workspace* (p. 1313)

aws:TagKeysorganizations:DescribeOrg
(p. 1314)

aws:RequestTag/
sso:CreateManagedApplic
${TagKey} (p. 1313)
sso:DescribeRegisteredRe

sso:GetSharedSsoConfigu
ワークスペースの API キーを作
CreateWorkspaceApiKey
成するための許可を付与します

書き込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースを削除する権限
DeleteWorkspace を付与します

書き込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースから API キーを
DeleteWorkspaceApiKey
削除する許可を付与します

書き込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースを記述する権限
DescribeWorkspace
を付与します

読み込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースで認証プロバイ
DescribeWorkspaceAuthentication
ダーを記述するアクセス許可を
付与します

読み込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースからライセンス
DisassociateLicense
を削除する許可を付与

書き込み

workspace* (p. 1313)

WorkSpace に対するアクセス許
ListPermissions 可を一覧表示する許可を付与

リスト

workspace* (p. 1313)

ワークスペースに関連付けられ
ListTagsForResource
ているタグを一覧表示するアク
セス許可を付与します

読み込み

workspace (p. 1313)

ワークスペースを一覧表示する
ListWorkspaces 許可を付与します

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TagResource

ワークスペースにタグを追加し
たり、タグ値を更新したりする
アクセス許可を付与します

タグ付け

依存アク
ション

workspace (p. 1313)
aws:TagKeys (p. 1314)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1313)

ワークスペースからタグを削除
UntagResource するアクセス許可を付与します

タグ付け

workspace (p. 1313)
aws:TagKeys (p. 1314)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1313)

WorkSpace に対するアクセス許
UpdatePermissions
可を変更する許可を付与

Permissions workspace* (p. 1313)
management

WorkSpace を変更する許可を付
UpdateWorkspace与

書き込み

workspace* (p. 1313)

ワークスペースで認証プロバイ
UpdateWorkspaceAuthentication
ダーを変更するアクセス許可を
付与します

書き込み

workspace* (p. 1313)

Amazon Managed Grafana で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1311)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

workspace

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1314)

arn:${Partition}:grafana:${Region}:
${Account}:/workspaces/${ResourceId}

Amazon Managed Grafana の条件キー
Amazon Managed Grafana では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

Amazon Managed Service for Prometheus のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Managed Service for Prometheus (サービスプレフィックス: aps) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるアクション (p. 1314)
• Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるリソースタイプ (p. 1318)
• Amazon Managed Service for Prometheus の条件キー (p. 1319)

Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アラートを作成するためのアク
CreateAlertManagerAlerts
セス許可を付与する

書き込み

アラートマネージャ定義を作成
CreateAlertManagerDefinition
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

ログ記録設定を作成する許可を
CreateLoggingConfiguration
付与

書き込み

ルールグループ名前空間を作成
CreateRuleGroupsNamespace
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

依存アク
ション

workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
rulegroupsnamespace* (p. 1318)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)
aws:TagKeys (p. 1319)

ワークスペースを作成する権限
CreateWorkspaceを付与します

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)
aws:TagKeys (p. 1319)

アラートマネージャ定義を削除
DeleteAlertManagerDefinition
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

サイレンス (silence) を削除する
DeleteAlertManagerSilence
ためのアクセス許可を付与する

書き込み

ログ記録設定を削除する許可を
DeleteLoggingConfiguration
付与

書き込み

ルールグループ名前空間を削除
DeleteRuleGroupsNamespace
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

ワークスペースを削除する権限
DeleteWorkspace を付与します

書き込み

アラートマネージャ定義を詳細
DescribeAlertManagerDefinition
表示するためのアクセス許可を
付与する

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ログ記録設定を記述する許可を
DescribeLoggingConfiguration
付与

読み取り

ルールグループ名前空間を詳細
DescribeRuleGroupsNamespace
表示するためのアクセス許可を
付与する

読み込み

ワークスペースを記述する権限
DescribeWorkspace
を付与します

読み込み

サイレンス (silence) を取得する
GetAlertManagerSilence
ためのアクセス許可を付与する

読み込み

アラートマネージャの現在のス
GetAlertManagerStatus
テータスを取得するためのアク
セス許可を付与する

読み込み

GetLabels

AMP ワークスペースラベルを取
得する権限を付与します

読み込み

AMP ワークスペースメトリクス
GetMetricMetadata
のメタデータを取得する権限を
付与します

読み込み

GetSeries

AMP ワークスペースの時系列
データを取得する権限を付与し
ます

読み込み

グループを一覧表示するための
ListAlertManagerAlertGroups
アクセス許可を付与する

読み込み

アラートを一覧表示するための
ListAlertManagerAlerts
アクセス許可を付与する

読み込み

レシーバ を一覧表示するための
ListAlertManagerReceivers
アクセス許可を付与する

読み込み

サイレンス (silence) を一覧表示
ListAlertManagerSilences
するためのアクセス許可を付与
する

読み込み
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ション

workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
rulegroupsnamespace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
ListAlerts

アクティブなアラートを一覧表
示するためのアクセス許可を付
与する

読み込み

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)

ルールグループ名前空間を一覧
ListRuleGroupsNamespaces
表示するためのアクセス許可を
付与する

リスト

ListRules

読み込み

アラートとレコーディングの
ルールを一覧表示するためのア
クセス許可を付与する

AMP リソースのタグを一覧表示
ListTagsForResource
する許可を付与

workspace* (p. 1318)

workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)

読み込み

rulegroupsnamespace (p. 1318)
workspace (p. 1318)
aws:TagKeys (p. 1319)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)

ワークスペースを一覧表示する
ListWorkspaces 権限を付与します

リスト

アラートマネージャ定義を更新
PutAlertManagerDefinition
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

サイレンス (silence) を作成また
PutAlertManagerSilences
は更新するためのアクセス許可
を付与する

書き込み

ルールグループ名前空間を更新
PutRuleGroupsNamespace
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

QueryMetrics

AMP ワークスペースメトリクス
についてクエリを実行する権限
を付与します

読み込み

AMP ワークスペースへのメトリ
クスのストリーミングを開始す
るリモート書き込みを実行する
権限を付与します

書き込み

AMP リソースにタグ付けする許
可を付与

タグ付け

RemoteWrite

TagResource
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

workspace (p. 1318)
aws:TagKeys (p. 1319)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)
AMP リソースのタグ付けを解除
UntagResource する許可を付与

タグ付け

rulegroupsnamespace (p. 1318)
workspace (p. 1318)
aws:TagKeys (p. 1319)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)

ログ記録設定を更新する許可を
UpdateLoggingConfiguration
付与

書き込み

既存の AMP ワークスペースのエ
UpdateWorkspaceAlias
イリアスを変更する権限を付与
します

書き込み

workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
workspace* (p. 1318)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)

Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるリソース
タイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1314)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

workspace

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)

arn:${Partition}:aps:${Region}:
${Account}:workspace/${WorkspaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
aws:TagKeys (p. 1319)
arn:${Partition}:aps:${Region}:
rulegroupsnamespace
${Account}:rulegroupsnamespace/
${WorkspaceId}/${Namespace}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1319)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1319)
aws:TagKeys (p. 1319)
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Amazon Managed Service for Prometheus の条件キー
Amazon Managed Service for Prometheus は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka のアク
ション、リソース、および条件キー
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (サービスプレフィックス: kafka) では、IAM アクセス許
可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka で定義されるアクション (p. 1319)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka で定義されるリソースタイプ (p. 1323)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka の条件キー (p. 1323)

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka で定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー

1319

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon MSK クラスターに 1 つ
BatchAssociateScramSecret
以上の Scram シークレットを関
連付ける権限を付与します

書き込み

kms:CreateGrant

Amazon MSK クラスターから 1
BatchDisassociateScramSecret
つ以上の Scram シークレットの
関連付けを解除する権限を付与
します

書き込み

CreateCluster

書き込み

MSK クラスターを作成する権限
を付与します

kms:RetireGrant
kms:RetireGrant

aws:RequestTag/
ec2:DescribeSecurityGrou
${TagKey} (p. 1324)
ec2:DescribeSubnets
aws:TagKeys (p. 1324)
ec2:DescribeVpcs
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
kms:CreateGrant
kms:DescribeKey
MSK クラスターを作成する権限
CreateClusterV2 を付与します

書き込み

aws:RequestTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 1324)
ec2:CreateVpcEndpoint
aws:TagKeys (p. 1324)
ec2:DeleteVpcEndpoints

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcAttribute

ec2:DescribeVpcEndpoint
ec2:DescribeVpcs
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PutRolePolicy
kms:CreateGrant
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション
kms:DescribeKey

MSK 設定を作成する権限を付与
CreateConfiguration
します

書き込み

DeleteCluster

書き込み

MSK クラスターを削除する権限
を付与します

ec2:DeleteVpcEndpoints
ec2:DescribeVpcAttribute

ec2:DescribeVpcEndpoint
指定された MSK 設定を削除する
DeleteConfiguration
権限を付与します

書き込み

MSK クラスターを記述する権限
DescribeCluster を付与します

読み込み

所与の ARN で指定されたクラス
DescribeClusterOperation
ターオペレーションを記述する
権限を付与します

読み込み

MSK クラスターを記述する権限
DescribeClusterV2を付与します

読み込み

MSK 設定を記述する権限を付与
DescribeConfiguration
します

読み込み

configuration* (p. 1323)

MSK 設定リビジョンを記述する
DescribeConfigurationRevision
権限を付与します

読み込み

configuration* (p. 1323)

MSK クラスター内にあるブロー
GetBootstrapBrokers
カーノードについて接続の詳細
を取得する権限を付与します

読み込み

MSK クラスターを更新できる
GetCompatibleKafkaVersions
Apache Kafka バージョンのリス
トを取得する権限を付与します

リスト

指定された MSK クラスターで実
ListClusterOperations
行されたすべてのオペレーショ
ン一覧を返すアクセス許可を付
与する

リスト

ListClusters

このアカウント内のすべての
MSK クラスターを一覧表示する
権限を付与します

リスト

ListClustersV2

このアカウント内のすべての
MSK クラスターを一覧表示する
権限を付与します

リスト

このアカウント内の MSK 設定の
ListConfigurationRevisions
すべてのリビジョンを一覧表示
する権限を付与します

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

このアカウント内のすべての
ListConfigurationsMSK 設定を一覧表示する権限を
付与します

リスト

Amazon MSK でサポートされて
ListKafkaVersionsいるすべての Apache Kafka バー
ジョンを一覧表示する権限を付
与します

リスト

ListNodes

MSK クラスター内のブローカー
を一覧表示する権限を付与しま
す

リスト

Amazon MSK クラスターに関連
ListScramSecrets 付けられた Scram シークレット
を一覧表示する権限を付与しま
す。

リスト

MSK リソースのタグを一覧表示
ListTagsForResource
する権限を付与します

読み込み

RebootBroker

ブローカーを再起動する権限を
付与します

書き込み

TagResource

MSK リソースにタグを付ける権
限を付与します

タグ付け

依存アク
ション

cluster (p. 1323)

cluster (p. 1323)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1324)
aws:TagKeys (p. 1324)

MSK リソースからタグを削除す
UntagResource る権限を付与します

タグ付け

MSK クラスターのブローカー数
UpdateBrokerCount
を更新する許可を付与

書き込み

MSK クラスターのブローカーの
UpdateBrokerStorage
ストレージサイズを更新する許
可を付与

書き込み

Amazon MSK クラスターのブ
UpdateBrokerTypeローカータイプを更新する許可
を付与

書き込み

MSK クラスターの設定を更新す
UpdateClusterConfiguration
る権限を付与します

書き込み

MSK クラスター更新してを指定
UpdateClusterKafkaVersion
された Apache Kafka バージョン
にする権限を付与します

書き込み

MSK 設定の新しいリビジョンを
UpdateConfiguration
作成する権限を付与します。

書き込み
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アクション

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

MSK クラスターのセキュリティ
UpdateConnectivity
設定を更新する許可を付与

書き込み

ec2:DescribeRouteTables

MSK クラスターのモニタリング
UpdateMonitoring 設定を更新する権限を付与しま
す

書き込み

MSK クラスターのセキュリティ
設定を更新する許可を付与

書き込み

UpdateSecurity

説明

ec2:DescribeSubnets

kms:RetireGrant

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka で定義されるリ
ソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1319)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterName}/${Uuid}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1324)

configuration

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:configuration/
${ConfigurationName}/${Uuid}

topic

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:topic/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${TopicName}

group

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:group/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${GroupName}

transactionalid

arn:${Partition}:kafka:${Region}:
${Account}:transactional-id/${ClusterName}/
${ClusterUuid}/${TransactionalId}

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka の条件キー
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下
の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに
絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect のア
クション、リソース、および条件キー
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect (サービスプレフィックス: kafkaconnect) では、IAM ア
クセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキス
トキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Streaming for Kafka Connect で定義されるアクション (p. 1324)
• Amazon Managed Streaming for Kafka Connect で定義されるリソースタイプ (p. 1326)
• Amazon Managed Streaming for Kafka Connect の条件キー (p. 1326)

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect で定義されるア
クション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

MSK Connect コネクタを作成す
CreateConnector る許可を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

firehose:TagDeliveryStrea
iam:AttachRolePolicy

iam:CreateServiceLinkedR
iam:PassRole
iam:PutRolePolicy
logs:CreateLogDelivery
logs:DescribeLogGroups

logs:DescribeResourcePo
logs:GetLogDelivery
logs:ListLogDeliveries
logs:PutResourcePolicy
s3:GetBucketPolicy
s3:PutBucketPolicy
MSK Connect カスタムプラグイ
CreateCustomPlugin
ンを作成する許可を付与

書き込み

MSK Connect ワーカー設定を作
CreateWorkerConfiguration
成する許可を付与

書き込み

MSK Connect コネクタを削除す
DeleteConnector る許可を付与

書き込み

MSK Connect カスタムプラグイ
DeleteCustomPlugin
ンを削除する許可を付与

書き込み

MSK Connect コネクタを記述す
DescribeConnector
る許可を付与

読み取り

connector* (p. 1326)

MSK Connect カスタムプラグイ
DescribeCustomPlugin
ンを記述する許可を付与

読み取り

custom
plugin* (p. 1326)

MSK Connect ワーカー設定を記
DescribeWorkerConfiguration
述する許可を付与

読み取り

worker
configuration* (p. 1326)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListConnectors このアカウント内のすべての
MSK Connect コネクタを一覧表
示する許可を付与

読み取り

このアカウント内のすべての
ListCustomPluginsMSK Connect カスタムプラグイ
ンを一覧表示する許可を付与

読み取り

このアカウント内のすべての
ListWorkerConfigurations
MSK Connect ワーカー設定を一
覧表示する許可を付与

読み取り

MSK Connect コネクタを更新す
UpdateConnector る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect で定義されるリ
ソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1324)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

connector

arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:
${Account}:connector/${ConnectorName}/
${UUID}

custom plugin

arn:${Partition}:kafkaconnect:
${Region}:${Account}:custom-plugin/
${CustomPluginName}/${UUID}

worker
configuration

arn:${Partition}:kafkaconnect:${Region}:
${Account}:worker-configuration/
${WorkerConfigurationName}/${UUID}

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect の条件キー
MSK Connect には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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Amazon Managed Workflows for Apache Airflow のア
クション、リソース、および条件キー
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (サービスプレフィックス: airflow) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキー
が用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow で定義されるアクション (p. 1327)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow で定義されるリソースタイプ (p. 1329)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow の条件キー (p. 1329)

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow で定義されるア
クション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザーが Apache Airflow
CreateCliToken Webserver のエンドポイント経
由で Airflow CLI を呼び出せるよ
うに短命トークンを作成する権
限を付与します

Write

environment* (p. 1329)

Amazon MWAA 環境を作成する
CreateEnvironment
権限を付与します

Write

environment* (p. 1329)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1329)
aws:TagKeys (p. 1329)
ユーザーが Apache Airflow ウェ
CreateWebLoginToken
ブ UI にログインできるように短
命トークンを作成する権限を付
与します。

Write

rbacrole* (p. 1329)

Amazon MWAA 環境を削除する
DeleteEnvironment
権限を付与します

Write

environment* (p. 1329)

Amazon MWAA 環境の詳細を表
GetEnvironment 示する権限を付与します

Read

アカウント内の Amazon MWAA
ListEnvironments 環境を一覧表示する権限を付与
します

リスト

Amazon MWAA 環境のタグを一
ListTagsForResource
覧表示する権限を付与します

Read

PublishMetrics

Amazon MWAA 環境のメトリク
スを公開する許可を付与します

Write

environment* (p. 1329)

TagResource

Amazon MWAA 環境にタグを付
ける権限を付与します

タグ付け

environment (p. 1329)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1329)
environment* (p. 1329)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1329)

environment (p. 1329)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1329)

aws:TagKeys (p. 1329)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1329)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1329)

Amazon MWAA 環境のタグを解
UntagResource 除する権限を付与します

タグ付け

environment (p. 1329)
aws:TagKeys (p. 1329)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1329)

Amazon MWAA 環境を変更する
UpdateEnvironment
権限を付与します
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Amazon Managed Workflows for Apache Airflow で定義されるリ
ソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1327)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

environment

arn:${Partition}:airflow:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentName}

rbac-role

arn:${Partition}:airflow:${Region}:
${Account}:role/${EnvironmentName}/
${RoleName}

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow の条件キー
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以
下の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさ
らに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してくださ
い。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Marketplace のアクション、リソース、条件キー
AWS Marketplace (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS Marketplace で定義されるアクション (p. 1330)
• AWS Marketplace で定義されるリソースタイプ (p. 1332)
• AWS Marketplace の条件キー (p. 1332)

AWS Marketplace で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

受信した (サブスクリプションの
AcceptAgreementApprovalRequest
検証が必要な製品を提供するプ
ロバイダー向けの) サブスクリプ
ションリクエストを承認するた
めの、アクセス許可をユーザー
に付与する

書き込み

契約リクエストを受け入れる許
AcceptAgreementRequest
可をユーザーに付与します。こ
のアクションは Marketplace の
購入には適用されないことに注
意してください

書き込み

契約をキャンセルする許可を
CancelAgreementユーザーに付与します。このア
クションは Marketplace の購入
には適用されないことに注意し
てください

書き込み

サブスクリプションの検証が必
CancelAgreementRequest
要な製品において、保留中のサ
ブスクリプションリクエストを
キャンセルするためのアクセス
許可をユーザーに付与する

書き込み

契約リクエストを作成する許可
CreateAgreementRequest
をユーザーに付与します。この
アクションは Marketplace の購

書き込み

1330

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Marketplace

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

入には適用されないことに注意
してください
契約に関するメタデータを詳細
DescribeAgreement
表示するためのアクセス許可を
ユーザーに付与する

読み取り

受信した (サブスクリプション
GetAgreementApprovalRequest
の検証が必要な製品を提供する
プロバイダー向け) サブスクリ
プションリクエストの詳細を表
示するための、アクセス許可を
ユーザーに付与する

読み取り

サブスクリプションの検証が必
GetAgreementRequest
要なデータ製品において、サブ
スクリプションリクエストの詳
細を表示するためのアクセス許
可をユーザーに付与する

読み取り

契約条件のリストを取得するた
GetAgreementTerms
めのアクセス許可をユーザーに
付与する

リスト

受信した (サブスクリプションの
ListAgreementApprovalRequests
検証が必要な製品を提供するプ
ロバイダー向けの) サブスクリ
プションリクエストを、リスト
するためのアクセス許可をユー
ザーに付与する

リスト

サブスクリプションの検証が必
ListAgreementRequests
要な製品において、サブスク
リプションリクエストをリスト
するためのアクセス許可をユー
ザーに付与する

リスト

受信した (サブスクリプションの
RejectAgreementApprovalRequest
検証が必要な製品を提供するプ
ロバイダー向けの) サブスクリプ
ションリクエストを、拒否する
ためのアクセス許可をユーザー
に付与する

書き込み

契約を検索するためのアクセス
SearchAgreements
許可をユーザーに付与する

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Subscribe

AWS Marketplace 製品にサブス
クライブするためのアクセス許
可をユーザーに付与する サブ
スクリプションの検証が必要な
製品のサブスクリプションリク
エストを送信する機能が含まれ
ています。既存のサブスクリプ
ションの自動更新を有効にする
機能が含まれています。

書き込み

Unsubscribe

AWS Marketplace 製品に対する
サブスクリプションを削除する
ためのアクセス許可をユーザー
に付与する 既存のサブスクリプ
ションの自動更新を無効にする
機能が含まれています。

書き込み

受信したサブスクリプションリ
UpdateAgreementApprovalRequest
クエストにおいて、将来のサブ
スクライバーの情報を削除する
(サブスクリプションの検証が
必要な製品を提供するプロバイ
ダー向け) 機能などに対して変更
を加えるための、アクセス許可
をユーザーに付与する

書き込み

アカウントのサブスクリプショ
ViewSubscriptionsンを表示するためのアクセス許
可をユーザーに付与する

リスト

依存アク
ション

AWS Marketplace で定義されるリソースタイプ
AWS Marketplace では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサ
ポートされていません。AWS Marketplace へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*”
を指定します。

AWS Marketplace の条件キー
AWS Marketplace では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws契約のタイプによりアクセスをフィルタリング
marketplace:AgreementType

ArrayOfString

aws契約の当事者タイプによりアクセスをフィルタリング
marketplace:PartyType

文字列
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条件キー

説明

タイプ

awsRedHat コンソールで AWS Marketplace RedHat OpenShift 製 ArrayOfString
marketplace:ProductId品の製品 ID によってアクセスをフィルタリングします。注:
この条件キーは RedHat コンソールにのみ適用され、この条
件キーを使用しても AWS Marketplace 内の製品へのアクセス
は制限されません

AWS Marketplace Catalog のアクション、リソース、
および条件キー
AWS Marketplace Catalog (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Marketplace Catalog で定義されるアクション (p. 1333)
• AWS Marketplace Catalog で定義されるリソースタイプ (p. 1334)
• AWS Marketplace Catalog の条件キー (p. 1335)

AWS Marketplace Catalog で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

実行中の変更セットをキャンセ
CancelChangeSetルする許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CompleteTask

既存のタスクを完了し、関連す
る変更にコンテンツを送信する
許可を付与

書き込み

既存の変更セットの詳細を返す
DescribeChangeSet
許可を付与

読み取り

ChangeSet* (p. 1334)

DescribeEntity

既存のエンティティの詳細を返
す許可を付与

読み取り

Entity* (p. 1334)

DescribeTask

既存のタスクの詳細を返す許可
を付与

読み取り

既存の変更セットを一覧表示す
ListChangeSets る許可を付与

リスト

ListEntities

既存のエンティティを一覧表示
する許可を付与

リスト

ListTasks

既存のタスクを一覧表示する許
可を付与

リスト

新しい変更セットをリクエス
StartChangeSet トする許可を付与 (注: この
アクションに対するリソース
レベルの許可およびこのアク
ションの条件コンテキストキー
は、Catalog API で使用する
場合のみサポートされ、AWS
Marketplace Management Portal
で使用する場合はサポートされ
ません)

書き込み

UpdateTask

書き込み

既存のタスクのコンテンツを更
新する許可を付与

依存アク
ション

Entity* (p. 1334)
catalog:ChangeType (p. 1335)

AWS Marketplace Catalog で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1333)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Entity

arn:${Partition}:aws-marketplace:${Region}:
${Account}:${Catalog}/${EntityType}/
${ResourceId}

ChangeSet

arn:${Partition}:aws-marketplace:
${Region}:${Account}:${Catalog}/ChangeSet/
${ResourceId}
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AWS Marketplace Catalog の条件キー
AWS Marketplace Catalog では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義さ
れます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

StartChangeSet リクエストの変更タイプでアクセスをフィル
catalog:ChangeType タリングします

文字列

AWS Marketplace Commerce Analytics Service のアク
ション、リソース、および条件キー
AWS Marketplace Commerce Analytics Service (サービスプレフィックス:
marketplacecommerceanalytics) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサー
ビス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
トピック
• AWS Marketplace Commerce Analytics Service で定義されるアクション (p. 1335)
• AWS Marketplace Commerce Analytics Service で定義されるリソースタイプ (p. 1336)
• AWS Marketplace Commerce Analytics Service の条件キー (p. 1336)

AWS Marketplace Commerce Analytics Service で定義されるア
クション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

1335

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Marketplace 使用権限管理サービス

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットに発行され
GenerateDataSet るデータセットをリクエストし
ます。

Write

Amazon S3 バケットに発行され
StartSupportDataExport
るサポートデータセットをリク
エストします。

Write

依存アク
ション

AWS Marketplace Commerce Analytics Service で定義されるリ
ソースタイプ
AWS Marketplace Commerce Analytics Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で
のリソース ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Commerce Analytics Service への
アクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Commerce Analytics Service の条件キー
MCS には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーは
ありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に
利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Entitlement Service のアクション、
リソース、および条件キー
AWS Marketplace Entitlement Service (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
トピック
• AWS Marketplace Entitlement Service で定義されるアクション (p. 1336)
• AWS Marketplace Entitlement Service で定義されるリソースタイプ (p. 1337)
• AWS Marketplace Entitlement Service の条件キー (p. 1337)

AWS Marketplace Entitlement Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の製品の使用権限管理の値
GetEntitlements を取得します。結果は、顧客
ID または製品ディメンションに
基づいてフィルタリングできま
す。

依存アク
ション

Read

AWS Marketplace Entitlement Service で定義されるリソースタイ
プ
AWS Marketplace Entitlement Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Entitlement Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Entitlement Service の条件キー
Marketplace Entitlement には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Image Building Service のアクショ
ン、リソース、および条件キー
AWS Marketplace Image Building Service (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Marketplace Image Building Service で定義されるアクション (p. 1337)
• AWS Marketplace Image Building Service で定義されるリソースタイプ (p. 1338)
• AWS Marketplace Image Building Service の条件キー (p. 1338)

AWS Marketplace Image Building Service で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeBuilds ビルド ID によって識別されるイ
[アクセス許可
メージビルドについて説明しま
のみ]
す。

Read

ListBuilds [ア
クセス許可の
み]

イメージビルドを一覧表示しま
す。

Read

StartBuild [ア
クセス許可の
み]

イメージビルドを開始します。

Write

依存アク
ション

AWS Marketplace Image Building Service で定義されるリソース
タイプ
AWS Marketplace Image Building Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリ
ソース ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Image Building Service へのアクセスを
許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Image Building Service の条件キー
Marketplace Image Build には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Management Portal のアクション、
リソース、および条件キー
AWS Marketplace Management Portal (サービスプレフィックス: aws-marketplace-management) で
は、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件
コンテキストキーが用意されています。
参照:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Marketplace Management Portal で定義されるアクション (p. 1339)
• AWS Marketplace Management Portal で定義されるリソースタイプ (p. 1340)
• AWS Marketplace Management Portal の条件キー (p. 1340)

AWS Marketplace Management Portal で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

uploadFiles [ア AWS Marketplace Management
クセス許可の
Portal 内の [File Upload] (ファイ
み]
ルアップロード) ページへのアク
セスを許可します。

Write

viewMarketing
[アクセス許可
のみ]

AWS Marketplace Management
Portal 内の [Marketing] (マーケ
ティング) ページへのアクセスを
許可します。

リスト

viewReports
[アクセス許可
のみ]

AWS Marketplace Management
Portal 内の [Reports] (レポート)
ページへのアクセスを許可しま
す。

リスト

viewSettings
[アクセス許可
のみ]

AWS Marketplace Management
Portal 内の [Settings] (設定) ペー
ジへのアクセスを許可します。

リスト

viewSupport
[アクセス許可
のみ]

AWS Marketplace Management
Portal 内の [Customer Support
Eligibility] (カスタマーサポート利

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

用資格) ページへのアクセスを許
可します。

AWS Marketplace Management Portal で定義されるリソースタ
イプ
AWS Marketplace Management Portal では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソー
ス ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Management Portal へのアクセスを許可す
るには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Management Portal の条件キー
Marketplace Portal には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Metering Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Marketplace Metering Service (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アクセス許
可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが
用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Marketplace Metering Service で定義されるアクション (p. 1340)
• AWS Marketplace Metering Service で定義されるリソースタイプ (p. 1341)
• AWS Marketplace Metering Service の条件キー (p. 1341)

AWS Marketplace Metering Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SaaS アプリケーションの顧客の
BatchMeterUsageセットのメータリングレコード
を投稿する許可を付与

Write

MeterUsage

メータリングレコードを投稿す
る許可を付与

Write

RegisterUsage

有料ソフトウェアを実行してい
る顧客が AWS Marketplace で製
品をサブスクライブしているこ
とを確認するアクセス許可を付
与し、不正使用から保護できる
ようにします。1 時間あたりの
ECS タスクごとのソフトウェア
使用量を、1 秒単位に按分した使
用量で計測します

Write

登録トークンを解決して
ResolveCustomerCustomerIdentifier と製品コード
を取得する許可を付与

依存アク
ション

Write

AWS Marketplace Metering Service で定義されるリソースタイプ
AWS Marketplace Metering Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Metering Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Metering Service の条件キー
Marketplace Metering には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコ
ンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストに
ついては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Private Marketplace のアクショ
ン、リソース、および条件キー
AWS Marketplace Private Marketplace (サービスプレフィックス: aws-marketplace) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS Marketplace Private Marketplace で定義されるアクション (p. 1342)
• AWS Marketplace Private Marketplace で定義されるリソースタイプ (p. 1343)
• AWS Marketplace Private Marketplace の条件キー (p. 1343)

AWS Marketplace Private Marketplace で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Private Marketplace に関連付け
書き込み
AssociateProductsWithPrivateMarketplace
る製品のリクエストを承認する
[アクセス許可
許可を付与 このアクションは、
のみ]
ユーザーにそのアクセス許可が
あり、Organization のサービスコ
ントロールポリシーで許可され
る場合は、AWS Organization の
任意のアカウントで実行できま
す。
Private Marketplace に関連付
書き込み
CreatePrivateMarketplaceRequests
ける製品のリクエストを作成
[アクセス許可
する許可を付与。このアクショ
のみ]
ンは、ユーザーにそのアクセ
ス許可があり、Organization
のサービスコントロールポリ
シーで許可される場合は、AWS
Organization の任意のアカウント
で実行できます。
Private Marketplace でのリク
DescribePrivateMarketplaceRequests
エストと関連商品について記
[アクセス許可
述する許可を付与。このアク
のみ]
ションは、ユーザーにそのアク
セス許可があり、Organization
のサービスコントロールポリ
シーで許可される場合は、AWS
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Organization の任意のアカウント
で実行できます。
Private Marketplace に関連付け
書き込み
DisassociateProductsFromPrivateMarketplace
る製品のリクエストを辞退する
[アクセス許可
許可を付与 このアクションは、
のみ]
ユーザーにそのアクセス許可が
あり、Organization のサービスコ
ントロールポリシーで許可され
る場合は、AWS Organization の
任意のアカウントで実行できま
す。
Private Marketplace でのリク
ListPrivateMarketplaceRequests
エストと関連商品のクエリ可
[アクセス許可
能なリストを取得する許可を
のみ]
付与 このアクションは、ユー
ザーにそのアクセス許可があ
り、Organization のサービスコ
ントロールポリシーで許可され
る場合は、AWS Organization の
任意のアカウントで実行できま
す。

リスト

AWS Marketplace Private Marketplace で定義されるリソースタ
イプ
AWS Marketplace Private Marketplace では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソー
ス ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Private Marketplace へのアクセスを許可す
るには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Private Marketplace の条件キー
Private Marketplace には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコン
テキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストにつ
いては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Procurement Systems Integration
のアクション、リソース、および条件キー
AWS Marketplace Procurement Systems Integration (サービスプレフィックス: aws-marketplace) で
は、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件
コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS Marketplace Procurement Systems Integration で定義されるアクション (p. 1344)
• AWS Marketplace Procurement Systems Integration で定義されるリソースタイプ (p. 1345)
• AWS Marketplace Procurement Systems Integration の条件キー (p. 1345)

AWS Marketplace Procurement Systems Integration で定義され
るアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

個々のアカウント、または AWS Read
DescribeProcurementSystemConfiguration
Organization が存在する場合はそ
[アクセス許可
の全体の、Procurement System
のみ]
統合設定 (例: Coupa) の説明を
表示します。AWS Organization
を使用している場合、このアク
ションはマスターアカウントで
のみ実行できます。
個々のアカウント、または AWS
PutProcurementSystemConfiguration
Organization が存在する場合
[アクセス許可
はその全体の、Procurement
のみ]
System 統合設定 (例: Coupa) を
作成または更新します。AWS
Organization を使用している場
合、このアクションはマスター
アカウントでのみ実行できま
す。
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AWS Marketplace Procurement Systems Integration で定義され
るリソースタイプ
AWS Marketplace Procurement Systems Integration では、IAM ポリシーステートメントの Resource
要素でのリソース ARN の指定はサポートされていません。AWS Marketplace Procurement Systems
Integration へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Marketplace Procurement Systems Integration の条件キー
Marketplace Procurement Integration には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できる
サービス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキス
トキーのリストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Marketplace Vendor Insights のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Marketplace Vendor Insights (サービスプレフィックス: vendor-insights) では、IAM 許可ポリ
シーで使用できるように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意され
ています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Marketplace Vendor Insights によって定義されたアクション (p. 1345)
• AWS Marketplace Vendor Insights によって定義されたリソースの種類 (p. 1347)
• AWS Marketplace Vendor Insights の条件キー (p. 1347)

AWS Marketplace Vendor Insights によって定義されたアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

セキュリティプロファイルをア
ActivateSecurityProfile
クティブ化する許可を付与

書き込み

SecurityProfile* (p. 1347)

セキュリティプロファイルを
AssociateDataSource
データソースに関連付ける許可
を付与

書き込み

SecurityProfile* (p. 1347) vendorinsights:GetDataSource

新しいデータソースを作成する
CreateDataSource許可を付与

書き込み

新しいセキュリティプロファイ
CreateSecurityProfile
ルを作成する許可を付与

書き込み

セキュリティプロファイルを非
DeactivateSecurityProfile
アクティブ化する許可を付与

書き込み

SecurityProfile* (p. 1347)

データソースを削除する権限を
DeleteDataSource付与

書き込み

DataSource* (p. 1347)

データソースからセキュリティ
DisassociateDataSource
プロファイルの関連付けを解除
する許可を付与

書き込み

SecurityProfile* (p. 1347) vendorinsights:GetDataSource

既存のデータソースの詳細を取
得する許可を付与

読み取り

DataSource* (p. 1347)

リクエスタに読み取り権限が付
GetEntitledSecurityProfileSnapshot
与されている、セキュリティプ
ロファイルスナップショットの
詳細を返す許可を付与

読み取り

SecurityProfile* (p. 1347)

ベンダーインサイトプロファイ
GetProfileAccessTerms
ルのアクセス条件を取得する許
可を付与

読み取り

既存のセキュリティプロファイ
GetSecurityProfileルの詳細を返す許可を付与

読み取り

SecurityProfile* (p. 1347)

セキュリティプロファイルス
GetSecurityProfileSnapshot
ナップショットの詳細を返す許
可を付与

読み取り

SecurityProfile* (p. 1347)

既存のデータソースを一覧表示
ListDataSources する許可を付与

リスト

リクエスタに一覧表示する権限
ListEntitledSecurityProfileSnapshots
が付与されている、既存のセ
キュリティプロファイルのス
ナップショットの概要のリスト
を返す許可を付与

リスト

権限が付与されているセキュリ
ListEntitledSecurityProfiles
ティプロファイルを一覧表示す
る許可を付与

リスト

GetDataSource
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のセキュリティプロファイ
ListSecurityProfileSnapshots
ルのスナップショットの概要の
リストを返す許可を付与

リスト

既存のセキュリティプロファイ
ListSecurityProfiles
ルを一覧表示する許可を付与

リスト

セキュリティプロファイルを更
UpdateSecurityProfile
新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

SecurityProfile* (p. 1347)

SecurityProfile* (p. 1347)

AWS Marketplace Vendor Insights によって定義されたリソース
の種類
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1345)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

DataSource

arn:${Partition}:vendor-insights:::datasource:${ResourceId}

SecurityProfile

arn:${Partition}:vendor-insights:::securityprofile:${ResourceId}

AWS Marketplace Vendor Insights の条件キー
Vendor Insights には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Mechanical Turk のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Mechanical Turk (サービスプレフィックス: mechanicalturk) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Mechanical Turk で定義されるアクション (p. 1348)

1347

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Mechanical Turk

• Amazon Mechanical Turk で定義されるリソースタイプ (p. 1352)
• Amazon Mechanical Turk の条件キー (p. 1352)

Amazon Mechanical Turk で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AcceptQualificationRequest オペ
AcceptQualificationRequest
レーションにより、資格に関す
るワーカーのリクエストが許可
されます。

Write

ApproveAssignment オペレー
ApproveAssignment
ションは、完了した割り当ての
結果を承認します。

Write

AssociateQualificationWithWorker Write
AssociateQualificationWithWorker
オペレーションにより、ワー
カーに資格が与えられます。
CreateAdditionalAssignmentsForHITWrite
CreateAdditionalAssignmentsForHIT
オペレーションは、既存の HIT
の最大割り当て数を増やしま
す。
CreateHIT

CreateHITType

CreateHIT オペレーションは、
新しい HIT (Human Intelligence
Task) を作成します。

Write

CreateHITType オペレーション
は、新しい HIT タイプを作成し
ます。

Write

CreateHITWithHITType オペレー
CreateHITWithHITType
ションは、CreateHITType オペ
レーションにより生成された既
存の HITTypeID を使用して、
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい Human Intelligence Task
(HIT) を作成します。
CreateQualificationType オペ
CreateQualificationType
レーションは、新しい資格
タイプを作成します。これ
は、QualificationType のデータ
構造で表されます。

Write

CreateWorkerBlock オペレーショ Write
CreateWorkerBlock
ンを使用すると、ワーカーが HIT
で作業するのを防ぐことができ
ます。
DeleteHIT

DeleteHIT オペレーションは、不
要になった HIT を破棄します。

Write

DeleteQualificationType は、資格 Write
DeleteQualificationType
タイプを破棄し、資格タイプに
関連付けられているすべての HIT
タイプを破棄します。
DeleteWorkerBlock オペレーショ
DeleteWorkerBlock
ンを使用すると、ブロックされ
たワーカーを元に戻して HIT で
作業することができます。

Write

DisassociateQualificationFromWorker
Write
DisassociateQualificationFromWorker
は、以前に付与された資格を
ユーザーから取り消します。
GetAccountBalance オペレー
GetAccountBalance
ションは、Amazon Mechanical
Turk アカウントの金額を取得し
ます。

Read

GetAssignment
は、AssignmentStatus 値が送信
済み、承認済み、または却下の
割り当てを、割り当ての ID を使
用して取得します。

Read

GetFileUploadURL オペレーショ
GetFileUploadURLンは、一時 URL を生成して返し
ます。

Read

GetHIT

Read

GetAssignment

GetHIT オペレーションは、指定
した HIT の詳細を取得します。

GetQualificationScore オペレー
GetQualificationScore
ションは、指定した資格タイプ
のワーカーの資格の値を返しま
す。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetQualificationType オペレー
GetQualificationType
ションは、ID を使用して資格
タイプに関する情報を取得しま
す。

Read

ListAssignmentsForHIT オペレー リスト
ListAssignmentsForHIT
ションは、HIT の完了した割り当
てを取得します。
ListBonusPayments オペレー
ListBonusPayments
ションは、特定の HIT または
割り当てに対してワーカーに支
払ったボーナスの金額を取得し
ます。

リスト

ListHITs

ListHITs オペレーションは、リ
クエスタの HIT をすべて返しま
す。

リスト

ListHITsForQualificationType オ
ListHITsForQualificationType
ペレーションは、資格要件に指
定された資格タイプを使用する
HIT を返します。

リスト

ListQualificationRequests オペ
ListQualificationRequests
レーションは、特定の資格タイ
プの資格のリクエストを取得し
ます。

リスト

ListQualificationTypes オペレー
ListQualificationTypes
ションは、指定された検索クエ
リを使用して資格タイプを検索
し、資格タイプのリストを返し
ます。

リスト

ListReviewPolicyResultsForHIT
リスト
ListReviewPolicyResultsForHIT
オペレーションは、計算結果
と、CreateHIT オペレーション中
にレビューポリシーを実行する
過程で実行されたアクションを
取得します。
ListReviewableHITs オペレー
ListReviewableHITs
ションは、承認または拒否され
ていないリクエスタの HIT をす
べて返します。

リスト

ListWorkersBlocks オペレーショ リスト
ListWorkerBlocks ンは、HIT での作業がブロックさ
れているワーカーのリストを取
得します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListWorkersWithQualificationType リスト
ListWorkersWithQualificationType
オペレーションは、指定された
資格タイプを持つすべてのワー
カーを返します。
NotifyWorkers

NotifyWorkers オペレーション
は、ワーカー ID で指定する 1 人
または複数のワーカーに E メー
ルを送信します。

Write

RejectAssignment オペレーショ
RejectAssignmentンは、完了した割り当ての結果
を却下します。

Write

RejectQualificationRequest オペ
RejectQualificationRequest
レーションにより、資格に関す
るユーザーのリクエストが却下
されます。

Write

SendBonus

Write

SendBonus オペレーションは、
アカウントからワーカーにお金
を支払います。

SendTestEventNotification オ
SendTestEventNotification
ペレーションにより、Amazon
Mechanical Turk は、HIT イベ
ントが発生したかのように、指
定された通知仕様に従って通知
メッセージを送信します。

Write

UpdateExpirationForHIT オペ
Write
UpdateExpirationForHIT
レーションでは、HIT の有効期限
を現在の有効期限を超えて延長
したり、HIT をすぐに期限切れに
したりできます。
UpdateHITReviewStatus オペ
Write
UpdateHITReviewStatus
レーションは、HIT のステータス
を切り替えます。
UpdateHITTypeOfHIT オペレー
UpdateHITTypeOfHIT
ションでは、HIT の HITType プ
ロパティを変更できます。

Write

UpdateNotificationSettings オペ
Write
UpdateNotificationSettings
レーションは、HIT タイプの通知
を作成、更新、無効化、または
再有効化します。
UpdateQualificationType オペ
UpdateQualificationType
レーションは、既存の資格タ
イプの属性を変更します。これ
は、QualificationType データ構
造で表されます。
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Amazon Mechanical Turk で定義されるリソースタイプ
Amazon Mechanical Turk では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Amazon Mechanical Turk へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

Amazon Mechanical Turk の条件キー
MechanicalTurk には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon MemoryDB のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon MemoryDB (サービスプレフィックス: memorydb) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon MemoryDB で定義されるアクション (p. 1352)
• Amazon MemoryDB で定義されるリソースタイプ (p. 1358)
• Amazon MemoryDB の条件キー (p. 1359)

Amazon MemoryDB で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
IAM で MemoryDB for Redis ポリシーを作成する場合、リソースブロックでワイルドカード「*」
を使用する必要があります。IAM ポリシーで Redis API アクションの以下の MemoryDB を使用す
る詳細については、「MemoryDB アクションと IAM」を参照してください。
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アクション

説明

サービスの更新を適用する許可
BatchUpdateCluster
を付与

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

ec2:CreateNetworkInterfa

cluster* (p. 1358)

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
s3:GetObject
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
CopySnapshot

既存のスナップショットのコ
ピーを作成する許可を付与

書き込み

snapshot* (p. 1358)

memorydb:TagResource
s3:DeleteObject
s3:GetBucketAcl
s3:PutObject

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)
CreateAcl

新しいアクセスコントロールリ
ストを作成する許可を付与

書き込み

user* (p. 1358)

memorydb:TagResource

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)

CreateCluster

クラスターを作成する許可を付
与

書き込み

acl* (p. 1358)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
memorydb:TagResource
s3:GetObject
parametergroup* (p. 1358)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subnetgroup* (p. 1358)
snapshot (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)
新しいパラメータグループを作
CreateParameterGroup
成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
memorydb:TagResource
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)

現在の時点でクラスターのバッ
CreateSnapshot クアップを作成する許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1358)

memorydb:TagResource
s3:DeleteObject
s3:GetBucketAcl
s3:PutObject

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)
新しいサブネットグループを作
CreateSubnetGroup
成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
memorydb:TagResource
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)

CreateUser

新しいユーザーを作成する許可
を付与

書き込み

aws:RequestTag/
memorydb:TagResource
${TagKey} (p. 1359)
aws:TagKeys (p. 1359)

DeleteAcl

DeleteCluster

アクセスコントロールリストを
削除する許可を付与

書き込み

以前にプロビジョニングされた
クラスターを削除する許可を付
与

書き込み

acl* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
cluster* (p. 1358)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

snapshot (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
パラメータグループを削除する
DeleteParameterGroup
許可を付与

書き込み

スナップショットを削除する許
DeleteSnapshot 可を付与

書き込み

サブネットグループを削除する
DeleteSubnetGroup
許可を付与

書き込み

parametergroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
snapshot* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
subnetgroup* (p. 1358)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
DeleteUser

ユーザーを削除する許可を付与

書き込み

user* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

DescribeAcls

アクセスコントロールリストに
関する情報を取得する許可を付
与

読み取り

クラスター識別子が指定されて
DescribeClusters いない場合はすべてのプロビ
ジョニングされたクラスター
に関する情報を取得し、クラス
ター識別子が指定されている場
合は特定のクラスターについて
の情報を取得する許可を付与

読み取り

利用可能なエンジンとそのバー
DescribeEngineVersions
ジョンのリストを表示する許可
を付与

読み取り

クラスター、サブネットグルー
DescribeEvents プ、およびパラメータグループ
に関連するイベントを取得する
許可を付与

読み取り

パラメータグループに関する情
DescribeParameterGroups
報を取得する許可を付与

読み取り
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acl* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
cluster* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

parametergroup* (p. 1358)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
特定のパラメータグループの詳
DescribeParameters
細なパラメータリストを取得す
る許可を付与

読み取り

サービス更新の詳細を取得する
DescribeServiceUpdates
許可を付与

読み取り

クラスターのスナップショット
DescribeSnapshots
に関する情報を取得する許可を
付与

読み取り

サブネットグループのリストを
DescribeSubnetGroups
取得する許可を付与

読み取り

DescribeUsers

ユーザーに関する情報を取得す
る許可を付与

読み取り

クラスター内の指定された
シャードで自動フェイルオー
バーをテストする許可を付与

書き込み

FailoverShard

parametergroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

snapshot* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
subnetgroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
user* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
cluster* (p. 1358)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
利用可能なノードタイプの更新
ListAllowedNodeTypeUpdates
を一覧表示する許可を付与

読み取り

ListTags

読み取り

コスト割り当てタグを一覧表示
する許可を付与

cluster* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
acl (p. 1358)
cluster (p. 1358)
parametergroup (p. 1358)
snapshot (p. 1358)
subnetgroup (p. 1358)
user (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パラメータグループのパラメー
ResetParameterGroup
タをエンジンまたはシステムの
デフォルト値に変更する許可を
付与

書き込み

TagResource

タグ付け

名前のついたリソースに最大 10
個のコスト割り当てタグを追加
する許可を付与

依存アク
ション

parametergroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
acl (p. 1358)
cluster (p. 1358)
parametergroup (p. 1358)
snapshot (p. 1358)
subnetgroup (p. 1358)
user (p. 1358)
aws:TagKeys (p. 1359)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1359)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

TagKeys リストによって識別さ
UntagResource れたタグをリソースから削除す
る許可を付与

タグ付け

acl (p. 1358)
cluster (p. 1358)
parametergroup (p. 1358)
snapshot (p. 1358)
subnetgroup (p. 1358)
user (p. 1358)
aws:TagKeys (p. 1359)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

UpdateAcl

アクセスコントロールリストを
更新する許可を付与

書き込み

acl* (p. 1358)
user* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

UpdateCluster

クラスターの設定を更新する許
可を付与

書き込み

cluster* (p. 1358)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DescribeNetworkInter
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs

1357

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon MemoryDB

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

acl (p. 1358)
parametergroup (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
パラメータグループのパラメー
UpdateParameterGroup
タを更新する許可を付与

書き込み

サブネットグループを更新する
UpdateSubnetGroup
許可を付与

書き込み

UpdateUser

書き込み

ユーザーを更新する許可を付与

parametergroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
subnetgroup* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
user* (p. 1358)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

Amazon MemoryDB で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1352)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:memorydb:
parametergroup ${Region}:${Account}:parametergroup/
${ParameterGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

subnetgroup

arn:${Partition}:memorydb:${Region}:
${Account}:subnetgroup/${SubnetGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

cluster

arn:${Partition}:memorydb:${Region}:
${Account}:cluster/${ClusterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

snapshot

arn:${Partition}:memorydb:${Region}:
${Account}:snapshot/${SnapshotName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

user

arn:${Partition}:memorydb:${Region}:
${Account}:user/${UserName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)

acl

arn:${Partition}:memorydb:${Region}:
${Account}:acl/${AclName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1359)
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Amazon MemoryDB の条件キー
Amazon MemoryDB は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Message Delivery Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Message Delivery Service (サービスプレフィックス: ec2messages) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Message Delivery Service で定義されるアクション (p. 1359)
• Amazon Message Delivery Service で定義されるリソースタイプ (p. 1360)
• Amazon Message Delivery Service の条件キー (p. 1360)

Amazon Message Delivery Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

メッセージを承認するアクセス
AcknowledgeMessage
権限を付与し、再度配信されな
いようにします

Write

メッセージを削除するアクセス
DeleteMessage 権限を付与します

Write

FailMessage

メッセージに失敗し、メッセー
ジが正常に処理されなかったこ
と、返信または再送信できない
ことを示すアクセス権限を付与
します

Write

GetEndpoint

メッセージの指定された宛先に
基づき、正しいエンドポイント
にトラフィックをルーティング
するアクセス権限を付与します

Read

GetMessages

ロングポーリングを使用してク
ライアント/インスタンスにメッ
セージを配信するアクセス権限
を付与します

Read

ssm:SourceInstanceARN (p. 1360)

SendReply

クライアント/インスタンスから
アップストリームサービスへの
応答を送信するアクセス権限を
付与します

Write

ssm:SourceInstanceARN (p. 1360)

Amazon Message Delivery Service で定義されるリソースタイプ
Amazon Message Delivery Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース
ARN の指定はサポートされていません。Amazon Message Delivery Service へのアクセスを許可するに
は、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon Message Delivery Service の条件キー
Amazon Message Delivery Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

リクエストの送信元である AWS Systems Manager のマネー
ssm:SourceInstanceARN
ジドインスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) を検証す
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条件キー

説明

タイプ

ることによってアクセスをフィルタリングします。EC2 イン
スタンスプロファイルに関連付けられた IAM ロールで認証さ
れたマネージドインスタンスからリクエストが送信された場
合、このキーは存在しません。

AWS.NET 用Microservice Extractorのアクション、リ
ソースおよび条件キー
AWS NET用Microservice Extractor (サービスプレフィックス: serviceextract) では、以下のサービス
固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシー
での使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS.NET 用Microservice Extractorで定義されるアクション (p. 1361)
• AWS.NET 用Microservice Extractorで定義されるリソースタイプ (p. 1362)
• AWS.NET用Microservice Extractorの条件キー (p. 1362)

AWS.NET 用Microservice Extractorで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetConfig [ア
クセス許可の
み]

AWS.NET デスクトップクライア
ント用Microserice Extractorの指
定された設定を取得する許可を
付与

読み取り
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AWS.NET 用Microservice Extractorで定義されるリソースタイプ
NET用のAWSMicroservice Extractor は、ResourceIAM ポリシーステートメントの 要素でのリソース
ARN の指定はサポートしていません。AWS.“Resource”: “*”のポリシーで、Microservice Extractorへ
アクセスするためには、

AWS.NET用Microservice Extractorの条件キー
Microservice Extractor for .NET には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス
固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーの
リストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Migration Hub のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Migration Hub (サービスプレフィックス: mgh) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Migration Hub で定義されるアクション (p. 1362)
• AWS Migration Hub で定義されるリソースタイプ (p. 1364)
• AWS Migration Hub の条件キー (p. 1364)

AWS Migration Hub で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

特定の AWS アーティファクトを
AssociateCreatedArtifact
MigrationTask に関連付けます

Write

migrationTask* (p. 1364)

特定の ADS リソースを
AssociateDiscoveredResource
MigrationTask に関連付けます。

Write

migrationTask* (p. 1364)

Migration Hub ホームリージョン
CreateHomeRegionControl
コントロールを作成する

Write

ProgressUpdateStream を作成し
CreateProgressUpdateStream
ます。

Write

progressUpdateStream* (p. 1364)

ProgressUpdateStream を削除し
DeleteProgressUpdateStream
ます。

Write

progressUpdateStream* (p. 1364)

Application Discovery Service ア
DescribeApplicationState
プリケーションの状態を取得し
ます。

Read

ホームリージョンコントロール
DescribeHomeRegionControls
を一覧表示する

リスト

MigrationTask の説明を表示しま
DescribeMigrationTask
す。

Read

migrationTask* (p. 1364)

特定の AWS アーティファクトと
DisassociateCreatedArtifact
MigrationTask の関連付けを解除
します

Write

migrationTask* (p. 1364)

特定の ADS リソースと
DisassociateDiscoveredResource
MigrationTask の関連付けを解除
します。

Write

migrationTask* (p. 1364)

Migration Hub ホームリージョン
GetHomeRegion を取得します。

Read

MigrationTask をインポートしま
ImportMigrationTask
す。

Write

アプリケーションステータスを
ListApplicationStates
一覧表示

リスト

MigrationTask に対して作成さ
ListCreatedArtifacts
れ、関連付けられたアーティ
ファクトを一覧表示します。

リスト

migrationTask* (p. 1364)

MigrationTask から関連付けられ
ListDiscoveredResources
た ADS リソースを一覧表示しま
す。

リスト

migrationTask* (p. 1364)

MigrationTasks を一覧表示しま
ListMigrationTasksす。

リスト

ProgressUpdateStream を一覧表
ListProgressUpdateStreams
示します。

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Application Discovery Service ア
NotifyApplicationState
プリケーションの状態を更新し
ます。

Write

MigrationTask の最新の状態を通
NotifyMigrationTaskState
知します。

Write

migrationTask* (p. 1364)

ResourceAttributes を書き込みま
PutResourceAttributes
す。

Write

migrationTask* (p. 1364)

依存アク
ション

AWS Migration Hub で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1362)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:mgh:${Region}:
progressUpdateStream
${Account}:progressUpdateStream/${Stream}
migrationTask

arn:${Partition}:mgh:${Region}:
${Account}:progressUpdateStream/${Stream}/
migrationTask/${Task}

AWS Migration Hub の条件キー
Migration Hub には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Migration Hub Orchestrator のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Migration Hub Orchestrator (サービスプレフィックス: migrationhub-orchestrator) では、IAM
アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキ
ストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS Migration Hub Orchestrator で定義されるアクション (p. 1365)
• AWS Migration Hub Orchestrator で定義されるリソースタイプ (p. 1368)
• AWS Migration Hub Orchestrator の条件キー (p. 1368)

AWS Migration Hub Orchestrator で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

選択したテンプレートに基づい
CreateWorkflow てワークフローを作成するアク
セス許可を付与します

書き込み

ワークフローおよび特定のス
CreateWorkflowStep
テップグループの下にステップ
を作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

workflow* (p. 1368)

特定のワークフローのカスタム
CreateWorkflowStepGroup
ステップグループを作成するア
クセス許可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

ワークフローにアクセス許可を
DeleteWorkflow 付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

ワークフロー内の特定のステッ
DeleteWorkflowStep
プグループからステップを削除
するアクセス許可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

ワークフローに関連付けられた
DeleteWorkflowStepGroup
ステップグループを削除するア
クセス許可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

GetMessage

読み込み

サービスから情報を受信するア
クセス許可をプラグインに付与
します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetTemplate

テンプレート用のメタデータを
取得するアクセス許可を付与し
ます

読み込み

テンプレートおよびステップグ
GetTemplateStep ループに関連付けられたステッ
プの詳細を取得するアクセス許
可を付与します

読み込み

テンプレート内のステップグ
GetTemplateStepGroup
ループのメタデータを取得する
アクセス許可を付与します

読み込み

GetWorkflow

ワークフローに関連付けられた
メタデータを取得するアクセス
許可を付与します

読み込み

workflow* (p. 1368)

ワークフローおよびステップグ
GetWorkflowStep ループに関連付けられたステッ
プの詳細を取得するアクセス許
可を付与します

読み込み

workflow* (p. 1368)

ワークフローに関連付けられた
GetWorkflowStepGroup
ステップグループの詳細を取得
するアクセス許可を付与します

読み込み

workflow* (p. 1368)

ListPlugins

リスト

登録されているすべてのプラグ
インのリストを取得するアクセ
ス許可を付与します

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
すべてのタグのリストを取得す
るアクセス許可を付与します

読み込み

テンプレートのステップグルー
ListTemplateStepGroups
プを一覧表示するアクセス許可
を付与します

リスト

ステップグループ内のステップ
ListTemplateStepsのリストを取得するアクセス許
可を付与します

リスト

ListTemplates

顧客が利用できるすべてのテン
プレートのリストを取得するア
クセス許可を付与します

リスト

ワークフローに関連付けられた
ListWorkflowStepGroups
ステップグループのリストを取
得するアクセス許可を付与しま
す

リスト

workflow* (p. 1368)

ワークフローに関連付けられた
ListWorkflowStepsステップグループ内のステップ
のリストを取得するアクセス許
可を付与します

リスト

workflow* (p. 1368)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListWorkflows

全てのワークフローを一覧表示
するアクセス許可を付与します

リスト

RegisterPlugin

プラグインを登録して、ID を受
信し、サービスからのメッセー
ジの受信を開始するアクセス許
可を付与します

書き込み

ワークフロー内で失敗したス
RetryWorkflowStep
テップを再試行するアクセス許
可を付与します

書き込み

SendMessage

サービスに情報を送信するアク
セス許可をプラグインに付与し
ます

書き込み

StartWorkflow

ワークフローを開始したり、停
止したワークフローを再開した
りするアクセス許可を付与しま
す

書き込み

workflow* (p. 1368)

StopWorkflow

ワークフローを停止するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

workflow* (p. 1368)

依存アク
ション

workflow* (p. 1368)

aws:TagKeys (p. 1368)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1368)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

workflow* (p. 1368)
aws:TagKeys (p. 1368)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1368)

ワークフローに関連付けられた
UpdateWorkflow メタデータを更新するアクセス
許可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

ワークフロー内のカスタムス
UpdateWorkflowStep
テップのメタデータとステータ
スを更新するアクセス許可を付
与します

書き込み

workflow* (p. 1368)

特定のワークフロー内のステッ
UpdateWorkflowStepGroup
プグループに関連付けられたメ
タデータを更新するアクセス許
可を付与します

書き込み

workflow* (p. 1368)
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AWS Migration Hub Orchestrator で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1365)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

workflow

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1368)

arn:${Partition}:migrationhub-orchestrator:
${Region}:${Account}:workflow/${ResourceId}

AWS Migration Hub Orchestrator の条件キー
AWS Migration Hub Orchestrator では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを
定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Migration Hub Refactor Spacesのアクション、
リソース、および条件キー
AWS Migration Hub Refactor Spaces (サービスプレフィックス: refactor-spaces) では、以下のサービ
ス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシー
での使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWSMigration Hub Refactor Spacesで定義されるアクション (p. 1369)
• AWS Migration Hub Reactor Spacesで定義されるリソースタイプ (p. 1374)
• AWSMigration Hub Refactor Spacesの条件キー (p. 1375)
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AWSMigration Hub Refactor Spacesで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

環境内のアプリケーションを作
CreateApplication 成する許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)
環境を作成する許可を付与
CreateEnvironment

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)

CreateRoute

アプリケーションのルートを作
成する許可を付与します。

書き込み

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateService

アプリケーション内のサービス
を作成する許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)
環境内のアプリケーシを削除す
DeleteApplication る許可を付与します。

書き込み

application* (p. 1374)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
環境を削除する許可を付与しま
DeleteEnvironment
す

書き込み

リソースポリシーを削除する許
DeleteResourcePolicy
可を付与。

書き込み

DeleteRoute

書き込み

アプリケーションのルートを削
除する許可を付与します。

environment* (p. 1374)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

route* (p. 1375)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
DeleteService

アプリケーションからのサービ
スを削除する許可を付与しま
す。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
GetApplication

アプリケーション関する情報を
取得する許可を付与します。

読み取り

application* (p. 1374)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
開発環境に関する詳細を取得す
GetEnvironment る許可を付与します。

読み取り

リソースポリシーに関する詳細
GetResourcePolicy
を取得する許可を付与します。

読み取り

GetRoute

読み取り

ルートに関する情報を取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す。

environment* (p. 1374)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

route* (p. 1375)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
GetService

サービスに関する情報を取得す
るためのアクセス許可を付与し
ます。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
環境内のすべてのアプリケー
ListApplications ションを一覧表示する許可を付
与します。

読み取り

environment* (p. 1374)

環境のすべてのVPC一覧表示す
ListEnvironmentVpcs
る許可を付与します。

読み取り

environment* (p. 1374)

すべての環境を一覧表示する許
ListEnvironments 可を付与します。

読み取り

ListRoutes

アプリケーション内のすべての
ルートを一覧表示する許可を付
与します。

読み取り

environment* (p. 1374)

ListServices

環境内にあるすべてのサービス
を一覧表示するアクセス許可を
付与します。

読み取り

environment* (p. 1374)

指定されたリソースのすべての
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与
します。

読み取り

リソースポリシーを追加する許
PutResourcePolicy
可を付与します。

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

application (p. 1374)
environment (p. 1374)
route (p. 1375)
service (p. 1374)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

application (p. 1374)
environment (p. 1374)
route (p. 1375)
service (p. 1374)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:TagKeys (p. 1375)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)
UpdateRoute

アプリケーションのルートを更
新する許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

AWS Migration Hub Reactor Spacesで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1369)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

environment

arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

application

arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}/
application/${ApplicationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)
service

arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}/
application/${ApplicationId}/service/
${ServiceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1
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リソースタイプ ARN

条件キー

route

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1375)

arn:${Partition}:refactor-spaces:${Region}:
${Account}:environment/${EnvironmentId}/
application/${ApplicationId}/route/
${RouteId}

refactorspaces:ApplicationCreatedByAccount (p

refactorspaces:CreatedByAccountIds (p. 1375)

refactorspaces:RouteCreatedByAccount (p. 137

refactorspaces:ServiceCreatedByAccount (p. 1
refactorspaces:SourcePath (p. 1375)

AWSMigration Hub Refactor Spacesの条件キー
AWS Migration Hub Refactor Spaces は、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる以下の条件キーを
定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

refactor環境内でアプリケーションを作成したアカウントのみにアク
spaces:ApplicationCreatedByAccount
ションを制限して、アクセスをフィルタリングします。

文字列

refactorリソースを作成したアカウントでアクセスをフィルタリング
spaces:CreatedByAccountIds
します。

ArrayOfString

refactorアプリケーション内でルートを作成したアカウントのみに制
spaces:RouteCreatedByAccount
限して、アクセスをフィルタリングします。

文字列

refactorアプリケーション内でサービスを作成したアカウントのみに
spaces:ServiceCreatedByAccount
アクションを制限して、アクセスをフィルタリングします。

文字列

refactorルートのパス によってアクセスをフィルタリングします。
spaces:SourcePath

文字列
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AWS Migration Hub Strategy Recommendations のア
クション、リソース、および条件キー
AWS Migration Hub Strategy Recommendations (サービスプレフィックス: migrationhub-strategy)
では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条
件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Migration Hub Strategy Recommendations で定義されるアクション (p. 1376)
• AWS Migration Hub Strategy Recommendations で定義されるリソースタイプ (p. 1378)
• AWS Migration Hub Strategy Recommendations の条件キー (p. 1379)

AWS Migration Hub Strategy Recommendations で定義されるア
クション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetAntiPattern

顧客の環境でコレクターが参照
すべき各アンチパターンの詳細
を、取得するためのアクセス許
可を付与する

読み込み

アプリケーションの詳細を取得
GetApplicationComponentDetails
するためのアクセス許可を付与
する

読み込み

サーバーで実行されているアプ
GetApplicationComponentStrategies
リケーションに対し推奨され

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

る、すべての戦略とツールのリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与する
進行中の評価についてのステー
GetAssessment タスを取得するためのアクセス
許可を付与する

読み込み

特定のインポートタスクの詳細
GetImportFileTaskを取得するためのアクセス許可
を付与する

読み込み

GetMessage

サービスから情報を受信するた
めのアクセス許可をコレクター
に付与する

読み込み

顧客の移行/モダナイゼーション
GetPortfolioPreferences
に関する設定を取得するための
アクセス許可を付与する

読み込み

全体的な概要 (リホストするサー
GetPortfolioSummary
バの数、アンチパターンの総数
など) を取得するためのアクセス
許可を付与する

読み込み

推奨事項のレポートに関する詳
GetRecommendationReportDetails
細情報を取得するためのアクセ
ス許可を付与する

読み込み

特定のサーバーに関する情報を
GetServerDetails 取得するためのアクセス許可を
付与する

読み込み

特定のサーバーに対し推奨され
GetServerStrategies
る戦略とツールを取得するため
のアクセス許可を付与する

読み込み

顧客の環境でコレクターが検索
ListAntiPatterns すべきすべてのアンチパターン
のリストを、取得するためのア
クセス許可を付与する

リスト

顧客のサーバー上で実行されて
ListApplicationComponents
いるすべてのアプリケーション
のリストを取得するためのアク
セス許可を付与する

リスト

ListCollectors

顧客によってインストールされ
たすべてのコレクターのリスト
を取得するためのアクセス許可
を付与する

リスト

顧客により実行されたすべての
ListImportFileTaskインポートのリストを取得する
ためのアクセス許可を付与する

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListJarArtifacts

コレクターによる評価の対象と
なるバイナリのリストを、取得
するためのアクセス許可を付与
する

リスト

ListServers

顧客の環境内にある、すべての
サーバーのリストを取得するた
めのアクセス許可を付与する

リスト

顧客における移行/モダナイゼー
PutPortfolioPreferences
ションの設定を保存するための
アクセス許可を付与する

書き込み

ID を受信し、サービスからの
RegisterCollector メッセージの受信を開始するた
めに登録を行う許可をコレクタ
に付与する

書き込み

SendMessage

書き込み

サービスに情報を送信するため
の許可をコレクタに付与する

顧客の環境で (すべてのサーバか
StartAssessment らデータを収集し、推奨事項を
提供する) 評価を開始するための
アクセス許可を付与する

書き込み

顧客から提供されたファイルか
StartImportFileTask
らのデータのインポートを開始
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

推奨事項レポートの生成を開始
StartRecommendationReportGeneration
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

進行中の評価を停止するための
StopAssessment アクセス許可を付与する

書き込み

アプリケーションの詳細を更新
UpdateApplicationComponentConfig
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

推奨される戦略を含めたサー
UpdateServerConfig
バー上の情報を更新するための
アクセス許可を付与する

書き込み

依存アク
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AWS Migration Hub Strategy Recommendations で定義されるリ
ソースタイプ
AWS Migration Hub Strategy Recommendations では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素で
の、リソース ARN の指定はサポートされていません。AWS Migration Hub Strategy Recommendations へ
のアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。
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AWS Migration Hub Strategy Recommendations の条件キー
Migration Hub Strategy Recommendations には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用でき
るサービス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキ
ストキーのリストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Mobile Analytics のアクションとリソース、
条件キー
Amazon Mobile Analytics (サービスプレフィックス: mobileanalytics) では、以下のサービス固有のリ
ソースやアクション、条件コンテキストキーを IAM アクセス許可ポリシーで使用できます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Mobile Analytics で定義されるアクション (p. 1379)
• Amazon Mobile Analytics で定義されるリソースタイプ (p. 1380)
• Amazon Mobile Analytics の条件キー (p. 1380)

Amazon Mobile Analytics で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリの財務メトリクスへのア
GetFinancialReports
クセスを許可します。

Read

GetReports

Read

アプリの標準メトリクスへのア
クセスを許可します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutEvents

PutEvents オペレーションは、1
つ以上のイベントを記録しま
す。

Write

依存アク
ション

Amazon Mobile Analytics で定義されるリソースタイプ
Amazon Mobile Analytics では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Amazon Mobile Analytics へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

Amazon Mobile Analytics の条件キー
Mobile Analytics には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Mobile Hub のアクション、リソース、および条
件キー
AWS Mobile Hub (サービスプレフィックス: mobilehub) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Mobile Hub で定義されるアクション (p. 1380)
• AWS Mobile Hub で定義されるリソースタイプ (p. 1382)
• AWS Mobile Hub の条件キー (p. 1382)

AWS Mobile Hub で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateProject

プロジェクトの作成

Write

必要なサービスロールを作成し
Write
CreateServiceRoleてアカウントの AWS Mobile Hub
を有効にします。
DeleteProject

指定されたプロジェクトを削除
します。

Write

プロジェクト設定に保存された
DeleteProjectSnapshot
スナップショットを削除しま
す。

Write

指定されたステージへの変更を
デプロイします。

Write

ダウンロードバンドルの説明を
DescribeBundle 表示します。

Read

ExportBundle

ダウンロードバンドルをエクス
ポートします。

Read

ExportProject

プロジェクト設定をエクスポー
トします。

Read

project* (p. 1382)

コード生成に必要なプロジェク
GenerateProjectParameters
トパラメータを生成します。

Read

project* (p. 1382)

GetProject

プロジェクト設定およびリソー
スを取得します。

Read

project* (p. 1382)

以前エクスポートされたプロ
GetProjectSnapshot
ジェクト設定のスナップショッ
トを取得します。

Read

ImportProject

以前エクスポートされたプロ
ジェクト設定から新しいプロ
ジェクトを作成します。

Write

InstallBundle

プロジェクトのデプロイ用の
S3 バケットにバンドルをインス
トールします。

Write

DeployToStage

利用可能な SaaS (Software as a リスト
ListAvailableConnectors
Service) コネクタを一覧表示しま
す。
利用可能な機能を一覧表示しま
ListAvailableFeatures
す。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロジェクトで利用可能なリー
ListAvailableRegions
ジョンを一覧表示します。

リスト

ListBundles

利用可能なダウンロードバンド
ルを一覧表示します。

リスト

プロジェクト設定に保存された
ListProjectSnapshots
スナップショットを一覧表示し
ます。

リスト

ListProjects

リスト

プロジェクトを一覧表示しま
す。

リソースの状態をプロジェクト
SynchronizeProject
と同期します。

Write

project* (p. 1382)

UpdateProject

Write

project* (p. 1382)

プロジェクトを更新します。

ValidateProject モバイルハブプロジェクトを検
証します。

依存アク
ション

Read

AWS Mobile Hub がアカウントで Read
VerifyServiceRole有効になっていることを確認し
ます。

AWS Mobile Hub で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1380)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
project

条件キー

arn:${Partition}:mobilehub:${Region}:
${Account}:project/${ProjectId}

AWS Mobile Hub の条件キー
Mobile Hub には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Monitron のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Monitron (サービスプレフィックス: monitron) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Monitron で定義されるアクション (p. 1383)
• Amazon Monitron で定義されるリソースタイプ (p. 1385)
• Amazon Monitron の条件キー (p. 1385)

Amazon Monitron で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

ユーザーを管理者としてプロ
AssociateProjectAdminUser
ジェクトに関連付けるアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Permissions project* (p. 1385)
management

ssodirectory:DescribeUsers
sso:AssociateProfile

sso:GetManagedApplicati
sso:GetProfile

sso:ListDirectoryAssociati
sso:ListProfiles
CreateProject
[アクセス許可
のみ]

プロジェクトを作成する許可を
付与。

書き込み

aws:RequestTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 1385)
kms:CreateGrant
aws:TagKeys (p. 1385)
sso:CreateManagedApplic

sso:DeleteManagedApplic
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

DeleteProject
[アクセス許可
のみ]

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

sso:DeleteManagedApplic

プロジェクトと管理者の関連付
DisassociateProjectAdminUser
けを解除するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

project* (p. 1385)

Permissions project* (p. 1385)
management

ssodirectory:DescribeUsers
sso:DisassociateProfile

sso:GetManagedApplicati
sso:GetProfile

sso:ListDirectoryAssociati
sso:ListProfiles
GetProject [ア
クセス許可の
み]

プロジェクトに関する情報を取
得するアクセス許可を付与

読み込み

project* (p. 1385)

プロジェクトに関連付けられて
GetProjectAdminUser
いる管理者を記述するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

読み込み

project* (p. 1385)

プロジェクトに関連付けられて
ListProjectAdminUsers
いるすべての管理者を一覧表示
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]

Permissions project* (p. 1385)
management

ListProjects [ア すべてのプロジェクトを一覧表
クセス許可の
示するアクセス許可を付与
み]

リスト

リソースのすべてのタグを一覧
ListTagsForResource
表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

TagResource
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

ssodirectory:DescribeUsers

sso:GetManagedApplicati
ssodirectory:DescribeUsers

sso:GetManagedApplicati

project (p. 1385)
aws:TagKeys (p. 1385)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1385)
project (p. 1385)
aws:TagKeys (p. 1385)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1385)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

プロジェクトを更新する許可を
付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateProject
[アクセス許可
のみ]

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1385)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1385)

Amazon Monitron で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1383)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

project

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1385)

arn:${Partition}:monitron:${Region}:
${Account}:project/${ResourceId}

Amazon Monitron の条件キー
Amazon Monitron では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアによるアクセスをフィル
タリング

文字列

リソースにアタッチされたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクションをフィルタリングしま
す

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon MQ のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon MQ (サービスプレフィックス: mq) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon MQ で定義されるアクション (p. 1386)
• Amazon MQ で定義されるリソースタイプ (p. 1388)
• Amazon MQ の条件キー (p. 1389)

Amazon MQ で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateBroker

ブローカーを作成する許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
ec2:CreateNetworkInterfa
${TagKey} (p. 1389)
ec2:CreateNetworkInterfa
aws:TagKeys (p. 1389)
ec2:CreateSecurityGroup
ec2:CreateVpcEndpoint

ec2:DescribeInternetGate

ec2:DescribeNetworkInter

ec2:DescribeNetworkInter

ec2:DescribeSecurityGrou
ec2:DescribeSubnets

ec2:DescribeVpcEndpoint
ec2:DescribeVpcs

ec2:ModifyNetworkInterfac

iam:CreateServiceLinkedR
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

route53:AssociateVPCWit
指定した設定名の新しい設定を
CreateConfiguration
作成する許可を付与。Amazon
MQ では、デフォルトの設定 (エ
ンジンのタイプとエンジンの
バージョン) が使用されます

書き込み

CreateTags

タグ付け

タグを作成する許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1389)
aws:TagKeys (p. 1389)
brokers (p. 1388)
configurations (p. 1388)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1389)
aws:TagKeys (p. 1389)

CreateUser

ActiveMQ ユーザーを作成する許
可を付与

書き込み

brokers* (p. 1388)

DeleteBroker

ブローカーを削除する許可を付
与

書き込み

brokers* (p. 1388)

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DeleteNetworkInterfac
ec2:DeleteVpcEndpoints

ec2:DetachNetworkInterfa
DeleteTags

タグを削除する許可を付与

タグ付け

brokers (p. 1388)
configurations (p. 1388)
aws:TagKeys (p. 1389)

DeleteUser

ActiveMQ ユーザーを削除する許
可を付与

書き込み

brokers* (p. 1388)

指定したブローカーに関する情
報を返すアクセス許可を付与す
る

読み込み

brokers* (p. 1388)

ブローカーエンジンに関する情
DescribeBrokerEngineTypes
報を返すアクセス許可を付与す
る

読み込み

ブローカーインスタンスオプ
DescribeBrokerInstanceOptions
ションに関する情報を返すアク
セス許可を付与します。

読み込み

指定した設定に関する情報を返
DescribeConfiguration
すアクセス許可を付与する

読み込み

configurations* (p. 1388)

指定した設定の指定した設定リ
DescribeConfigurationRevision
ビジョンを返すアクセス許可を
付与する

読み込み

configurations* (p. 1388)

DescribeBroker
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeUser

ActiveMQ ユーザーに関する情報
を返すアクセス許可を付与する

読み込み

ListBrokers

すべてのブローカーのリストを
返すアクセス許可を付与する

リスト

指定した設定の既存のすべての
ListConfigurationRevisions
リビジョンのリストを返すアク
セス許可を付与する

リスト

すべての設定のリストを返すア
ListConfigurationsクセス許可を付与する

リスト

ListTags

リスト

タグのリストを返すアクセス許
可を付与する

brokers* (p. 1388)

configurations* (p. 1388)

brokers (p. 1388)
configurations (p. 1388)

ListUsers

すべての ActiveMQ ユーザーのリ リスト
ストを返すアクセス許可を付与
する

brokers* (p. 1388)

RebootBroker

ブローカーを再起動する許可を
付与

書き込み

brokers* (p. 1388)

UpdateBroker

ブローカーに保留中の設定変更
を追加する許可を付与

書き込み

brokers* (p. 1388)

指定した設定を更新する許可を
UpdateConfiguration
付与

書き込み

configurations* (p. 1388)

UpdateUser

書き込み

brokers* (p. 1388)

ActiveMQ ユーザーに関する情報
を更新する許可を付与

依存アク
ション

Amazon MQ で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1386)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

brokers

arn:${Partition}:mq:${Region}:
${Account}:broker:${BrokerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1389)

configurations

arn:${Partition}:mq:${Region}:
${Account}:configuration:${ConfigurationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1389)
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Amazon MQ の条件キー
Amazon MQ では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Neptune のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Neptune (サービスプレフィックス: neptune-db) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Neptune で定義されるアクション (p. 1389)
• Amazon Neptune で定義されるリソースタイプ (p. 1392)
• Amazon Neptune の条件キー (p. 1392)

Amazon Neptune で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ローダージョブをキャンセルす
CancelLoaderJob る許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML データ処理ジョブをキャンセ
CancelMLDataProcessingJob
ルする許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML モデルトレーニングジョブを
CancelMLModelTrainingJob
キャンセルする許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML モデルの変換ジョブをキャン
CancelMLModelTransformJob
セルする許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

CancelQuery

書き込み

database* (p. 1392)

ML エンドポイントを作成する許
CreateMLEndpoint可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

データベース上のクエリ API を
DeleteDataViaQuery
介してデータ削除を実行する許
可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML エンドポイントを削除する許
DeleteMLEndpoint可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

データベースのすべての統計を
削除する許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

Neptune エンジンのステータス
GetEngineStatus を確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

ローダージョブのステータスを
GetLoaderJobStatus
確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

ML データ処理ジョブのステータ
GetMLDataProcessingJobStatus
スを確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

ML エンドポイントのステータス
GetMLEndpointStatus
を確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

ML モデルトレーニングジョブの
GetMLModelTrainingJobStatus
ステータスを確認する許可を付
与

読み取り

database* (p. 1392)

ML モデル変換ジョブのステータ
GetMLModelTransformJobStatus
スを確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

すべてのアクティブなクエリの
GetQueryStatus ステータスを確認する許可を付
与

読み取り

database* (p. 1392)

DeleteStatistics

クエリをキャンセルする許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データベースの統計のステータ
GetStatisticsStatus
スを確認する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

Neptune からストリームレコー
GetStreamRecords
ドを取得する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

database* (p. 1392)

すべての ML データ処理ジョブを リスト
ListMLDataProcessingJobs
一覧表示する許可を付与

database* (p. 1392)

すべての ML エンドポイントを一 リスト
ListMLEndpoints 覧表示する許可を付与

database* (p. 1392)

すべての ML モデルトレーニング リスト
ListMLModelTrainingJobs
ジョブを一覧表示する許可を付
与

database* (p. 1392)

すべての ML モデル変換ジョブを リスト
ListMLModelTransformJobs
一覧表示する許可を付与

database* (p. 1392)

データベース内の統計を管理す
ManageStatistics る許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

データベース上のクエリ API を
ReadDataViaQuery
介してデータの読み取りを実行
する許可を付与

読み取り

database* (p. 1392)

リセットに必要なトークンを取
得する許可を付与し、Neptune
データベースをリセットします

書き込み

database* (p. 1392)

ローダージョブを開始する許可
を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML データ処理ジョブを開始する
StartMLDataProcessingJob
許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML モデルトレーニングジョブを
StartMLModelTrainingJob
開始する許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ML モデルの変換を開始する許可
StartMLModelTransformJob
を付与

書き込み

database* (p. 1392)

データベース上のクエリ API を
WriteDataViaQuery
介してデータの書き込みを実行
する許可を付与

書き込み

database* (p. 1392)

ResetDatabase

StartLoaderJob

すべてのローダージョブを一覧
表示する許可を付与

neptunedb:QueryLanguage (p. 1392)
リスト

ListLoaderJobs

1391

依存アク
ション

neptunedb:QueryLanguage (p. 1392)

neptunedb:QueryLanguage (p. 1392)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Network Firewall

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

connect

1.2.0.0 より前のエンジンバー
ジョンのすべてのデータアクセ
スアクションに対してアクセス
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

database* (p. 1392)

Amazon Neptune で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1389)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
database

条件キー

arn:${Partition}:neptune-db:${Region}:
${Account}:${RelativeId}/database

Amazon Neptune の条件キー
Amazon Neptune は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

neptuneグラフモデルでアクセスをフィルタリング
db:QueryLanguage

文字列

AWS Network Firewall のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Network Firewall (サービスプレフィックス: network-firewall) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• AWS Network Firewall で定義されるアクション (p. 1393)
• AWS Network Firewall で定義されるリソースタイプ (p. 1396)
• AWS Network Firewall の条件キー (p. 1396)

AWS Network Firewall で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ファイアウォールポリシーと
AssociateFirewallPolicy
ファイアウォール間の関連付け
を作成する許可を付与

書き込み

VPC サブネットをファイア
AssociateSubnetsウォールに関連付けるアクセス
許可を付与します

書き込み

Firewall* (p. 1396)

CreateFirewall

書き込み

Firewall* (p. 1396)

AWS Network Firewall のファイ
アウォールを作成する許可を付
与

依存アク
ション

Firewall* (p. 1396)
FirewallPolicy* (p. 1396)

iam:CreateServiceLinkedR

FirewallPolicy* (p. 1396)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1396)
aws:TagKeys (p. 1397)

AWS Network Firewall のファイ
CreateFirewallPolicy
アウォールポリシーを作成する
許可を付与

書き込み

FirewallPolicy* (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1396)
aws:TagKeys (p. 1397)

AWS Network Firewall のルール
CreateRuleGroup グループを作成するアクセス許
可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1396)
aws:TagKeys (p. 1397)
DeleteFirewall

ファイアウォールを削除する許
可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールポリシーを削
DeleteFirewallPolicy
除する許可を付与

書き込み

FirewallPolicy* (p. 1396)

ファイアウォールポリシーまた
DeleteResourcePolicy
は規則グループのリソースポリ
シーを削除する許可を付与

書き込み

FirewallPolicy (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)

ルールグループを削除する許可
DeleteRuleGroup を付与

書き込み

StatefulRuleGroup* (p. 1396)

ファイアウォールを定義する
DescribeFirewall データオブジェクトを取得する
許可を付与

読み込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールポリシーを定
DescribeFirewallPolicy
義するデータオブジェクトを取
得する許可を付与

読み込み

FirewallPolicy* (p. 1396)

StatelessRuleGroup* (p. 1396)

StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)

ファイアウォールのログ設定を
DescribeLoggingConfiguration
記述する許可を付与

読み込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールポリシーまた
DescribeResourcePolicy
は規則グループのリソースポリ
シーを記述する許可を付与

読み込み

FirewallPolicy (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)

ルールグループを定義するデー
DescribeRuleGroup
タオブジェクトを取得する許可
を付与

読み込み

ルールグループの概要を取得す
DescribeRuleGroupMetadata
る許可を付与

読み込み

ファイアウォールから VPC サブ
DisassociateSubnets
ネットの関連付けを解除する許
可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールポリシー用の
ListFirewallPolicies
メタデータを取得する許可を付
与

リスト

FirewallPolicy* (p. 1396)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListFirewalls

ファイアウォール用のメタデー
タを取得する許可を付与

リスト

ルールグループ用のメタデータ
を取得する許可を付与

リスト

リソースのタグを取得する許可
ListTagsForResource
を付与

リスト

ListRuleGroups

依存アク
ション

Firewall* (p. 1396)

Firewall* (p. 1396)
FirewallPolicy* (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)

ファイアウォールポリシーまた
PutResourcePolicy
は規則グループにリソースポリ
シーを配置する許可を付与

書き込み

FirewallPolicy (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

Firewall (p. 1396)
FirewallPolicy (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1396)
aws:TagKeys (p. 1397)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

Firewall (p. 1396)
FirewallPolicy (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)
aws:TagKeys (p. 1397)

ファイアウォールの削除保護を
UpdateFirewallDeleteProtection
追加または削除する許可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールの説明を変更
UpdateFirewallDescription
する許可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールの暗号化設定
UpdateFirewallEncryptionConfiguration
を修正する許可の付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールポリシーを変
UpdateFirewallPolicy
更する許可を付与

書き込み

FirewallPolicy* (p. 1396)
StatefulRuleGroup (p. 1396)
StatelessRuleGroup (p. 1396)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ファイアウォールのファイア
UpdateFirewallPolicyChangeProtection
ウォールポリシー変更保護を追
加または削除する許可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ファイアウォールのログ設定を
UpdateLoggingConfiguration
変更する許可を付与

書き込み

Firewall* (p. 1396)

ルールグループを変更する許可
UpdateRuleGroupを付与

書き込み

StatefulRuleGroup (p. 1396)

ファイアウォールのサブネット
UpdateSubnetChangeProtection
変更保護を追加または削除する
許可を付与

書き込み

StatelessRuleGroup (p. 1396)
Firewall* (p. 1396)

AWS Network Firewall で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1393)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Firewall

arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:
${Account}:firewall/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1397)

FirewallPolicy

arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:
${Account}:firewall-policy/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1397)

arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:
StatefulRuleGroup${Account}:stateful-rulegroup/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1397)

arn:${Partition}:network-firewall:${Region}:
StatelessRuleGroup
${Account}:stateless-rulegroup/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1397)

AWS Network Firewall の条件キー
AWS Network Firewall では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクセスを
フィルタリングする

文字列

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

AWS Network Manager のアクション、リソース、条
件キー
AWS Network Manager (サービスプレフィックス: 「networkmanager」) は、IAM の許可ポリシーで使
用する次のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーを提供します。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Network Manager が定義するアクション (p. 1397)
• AWS Network Manager が定義するリソースタイプ (p. 1406)
• AWS Network Manager の条件キー (p. 1407)

AWS Network Manager が定義するアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コアネットワーク内の送信元と
AcceptAttachment宛先間の添付ファイルの作成を
許可する権限を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Connect ピアを関連付けるアク
AssociateConnectPeer
セス許可を付与します。

書き込み

カスタマーゲートウェイをデバ
AssociateCustomerGateway
イスに関連付けるアクセス許可
を付与します。

書き込み

依存アク
ション

device* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)
device* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)
link (p. 1406)
networkmanager:cgwArn (p. 1407)

AssociateLink

リンクをデバイスに関連付ける
アクセス許可を付与します。

書き込み

device* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)
link* (p. 1406)

Transit Gateway 接続ピアをデバ
AssociateTransitGatewayConnectPeer
イスに関連付けるアクセス許可
を付与します

書き込み

device* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)
link (p. 1406)

networkmanager:tgwConnectPeerArn (p
接続アタッチメントを作成する
CreateConnectAttachment
許可を付与します。

書き込み

attachment* (p. 1406)
corenetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

Connect Peer connectionを作成
CreateConnectPeer
する許可を付与します。

書き込み

attachment* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

新しい接続を作成する許可を付
CreateConnection与

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

新しいコアネットワークを作成
CreateCoreNetwork
する許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)
CreateDevice

新しいデバイスを作成する許可
を付与

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

新しいグローバルネットワーク
CreateGlobalNetwork
を作成する許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

CreateLink

新しいリンクを作成する許可を
付与

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)
site (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

CreateSite

新しいサイトを作成する許可を
付与

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

Site-to-Site VPN アタッチメント
CreateSiteToSiteVpnAttachment
を作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

corenetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)

networkmanager:vpnConnectionArn (p.
トランジット ゲートウェイ ピア
CreateTransitGatewayPeering
リングを作成する許可の付与

書き込み

corenetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)
networkmanager:tgwArn (p. 1407)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

TGW RTB アタッチメントを作成 書き込み
CreateTransitGatewayRouteTableAttachment
する許可の付与

依存アク
ション

peering* (p. 1407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)
networkmanager:tgwRtbArn (p. 1407)

VPC アタッチメントを作成する
CreateVpcAttachment
許可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)
networkmanager:vpcArn (p. 1407)
networkmanager:subnetArns (p. 1407)

アタッチメントを削除するアク
DeleteAttachmentセス許可を付与します。

書き込み

attachment* (p. 1406)

Connect Peerを削除する許可を
DeleteConnectPeer
付与します。

書き込み

connectpeer* (p. 1406)

接続を削除する許可を付与。
DeleteConnection

書き込み

connection* (p. 1406)

コアネットワーク を削除する許
DeleteCoreNetwork
可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

コアネットワークポリシーバー
DeleteCoreNetworkPolicyVersion
ジョンを削除するアクセス許可
を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

DeleteDevice

書き込み

device* (p. 1406)

デバイスを削除する許可を付与

globalnetwork* (p. 1406)

globalnetwork* (p. 1406)
グローバルネットワークを削除
DeleteGlobalNetwork
する許可を付与。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

DeleteLink

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

リンクを削除する許可を付与

link* (p. 1406)
DeletePeering

ピアリングを削除する許可の付
与

書き込み

peering* (p. 1407)

リソースを削除するためのアク
DeleteResourcePolicy
セス許可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteSite

サイトを削除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

globalnetwork* (p. 1406)
site* (p. 1406)

グローバルネットワークから転
DeregisterTransitGateway
送ゲートウェイを登録解除する
許可を付与。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワークを記述
DescribeGlobalNetworks
する許可を付与。

リスト

globalnetwork (p. 1406)

Connect ピアの関連付けを解除
DisassociateConnectPeer
するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

カスタマーゲートウェイとデバ
DisassociateCustomerGateway
イスの関連付けを解除する許可
を付与。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

リンクとデバイスの関連付けを
DisassociateLink 解除する許可を付与。

書き込み

networkmanager:tgwArn (p. 1407)

networkmanager:cgwArn (p. 1407)
device* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)
link* (p. 1406)

トランジットゲートウェイ接続
DisassociateTransitGatewayConnectPeer
ピアをデバイスから解除する許
可を付与します

書き込み

コアネットワークに変更を適用
ExecuteCoreNetworkChangeSet
するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

コネクトアタッチメントを取得
GetConnectAttachment
する許可を付与します。

読み込み

attachment* (p. 1406)

Connectピアを取得する許可を付
GetConnectPeer 与します。

読み込み

connectpeer* (p. 1406)

Connectピアアソシエーションを
GetConnectPeerAssociations
記述する許可を付与します。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

GetConnections

接続を記述する許可を付与

globalnetwork* (p. 1406)

networkmanager:tgwConnectPeerArn (p

connection (p. 1406)
コアネットワークを取得するア
GetCoreNetwork クセス許可を付与します。

読み取り

corenetwork* (p. 1406)

コアネットワーク変更セットの
GetCoreNetworkChangeEvents
リストを取得する許可の付与

読み取り

corenetwork* (p. 1406)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コアネットワーク変更セットの
GetCoreNetworkChangeSet
リストを取得するアクセス許可
を付与します。

読み込み

corenetwork* (p. 1406)

コアネットワークポリシーを取
GetCoreNetworkPolicy
得するアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

corenetwork* (p. 1406)

カスタマーゲートウェイの関連
GetCustomerGatewayAssociations
付けを記述する許可を付与。

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

GetDevices

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

デバイスを記述する許可を付
与。

device (p. 1406)
リンクの関連付けを記述する許
GetLinkAssociations
可を付与。

リスト

globalnetwork* (p. 1406)
device (p. 1406)
link (p. 1406)

GetLinks

リンクを記述する許可を付与。

リスト

globalnetwork* (p. 1406)
link (p. 1406)

タイプ別にグループ化されたグ
GetNetworkResourceCounts
ローバルネットワークのリソー
スの数を返すアクセス許可を付
与します。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワーク内のリ
GetNetworkResourceRelationships
ソースの関連リソースを取得す
る権限を付与します。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワークリソー
GetNetworkResources
スを取得するアクセス許可を付
与します。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワーク内の
GetNetworkRoutes
ルート表のルートを取得する権
限を付与します。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワークのネッ
GetNetworkTelemetry
トワークテレメトリオブジェ
クトを取得する権限を付与しま
す。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)

リソースポリシーを取得する許
GetResourcePolicy
可を付与。

読み込み

corenetwork* (p. 1406)

ルート解析設定および結果を取
GetRouteAnalysis得するアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

globalnetwork* (p. 1406)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Site-to-Site VPN アタッチメント
GetSiteToSiteVpnAttachment
を取得するアクセス許可を付与
します。

読み込み

attachment* (p. 1406)

GetSites

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

グローバルネットワークを記述
する許可を付与。

site (p. 1406)
トランジットゲートウェイ接続
GetTransitGatewayConnectPeerAssociations
ピアアソシエーションを記述す
る許可を付与

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

トランジット ゲートウェイ ピア
GetTransitGatewayPeering
リングを取得する許可の付与

読み取り

peering* (p. 1407)

転送ゲートウェイの登録を記述
GetTransitGatewayRegistrations
する許可を付与。

リスト

globalnetwork* (p. 1406)

TGW RTB アタッチメントを取得 読み取り
GetTransitGatewayRouteTableAttachment
する許可の付与

attachment* (p. 1406)

VPC アタッチメントを取得する
GetVpcAttachmentアクセス許可を付与します。

読み込み

attachment* (p. 1406)

アタッチメントを記述するアク
ListAttachments セス許可を付与します。

リスト

attachment* (p. 1406)

Connetピアを記述する許可を付
ListConnectPeers 与します。

リスト

connectpeer* (p. 1406)

コアネットワークポリシーの
ListCoreNetworkPolicyVersions
バージョンを一覧表示するアク
セス許可を付与します。

リスト

corenetwork* (p. 1406)

コアネットワークを一覧表示す
ListCoreNetworks るアクセス許可を付与します。

リスト

組織サービスのアクセスステー
ListOrganizationServiceAccessStatus
タスを一覧表示するアクセス許
可を付与します

リスト

ListPeerings

リスト

ピアリングを記述する許可の付
与

Network Manager リソースのリ
ListTagsForResource
ストタグにアクセス許可を付与
します。

読み込み

attachment (p. 1406)
connectpeer (p. 1406)
connection (p. 1406)
corenetwork (p. 1406)
device (p. 1406)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

globalnetwork (p. 1406)
link (p. 1406)
peering (p. 1407)
site (p. 1406)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)
コアネットワークポリシーを作
PutCoreNetworkPolicy
成する許可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

リソースポリシーを作成または
PutResourcePolicy
更新する許可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

グローバルネットワークに転送
RegisterTransitGateway
ゲートウェイを登録する許可を
付与します

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

アタッチメントリクエストを拒
RejectAttachment 否する権限を付与します。

書き込み

attachment* (p. 1406)

コアネットワークポリシーを以
RestoreCoreNetworkPolicyVersion
前のバージョンに復元する権限
を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

組織サービスアクセス更新を開
StartOrganizationServiceAccessUpdate
始するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

ルート解析を開始し、解析構成
StartRouteAnalysis
を保存する権限を付与します。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

TagResource

タグ付け

attachment (p. 1406)

Network Manager リソースにタ
グを付けるアクセス許可を付与
します。

networkmanager:tgwArn (p. 1407)

connectpeer (p. 1406)
connection (p. 1406)
corenetwork (p. 1406)
device (p. 1406)
globalnetwork (p. 1406)
link (p. 1406)
peering (p. 1407)
site (p. 1406)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1407)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)
Network Manager リソースのタ
UntagResource グを解除する許可を付与。

タグ付け

attachment (p. 1406)
connectpeer (p. 1406)
connection (p. 1406)
corenetwork (p. 1406)
device (p. 1406)
globalnetwork (p. 1406)
link (p. 1406)
peering (p. 1407)
site (p. 1406)
aws:TagKeys (p. 1407)

接続を更新する許可を付与。
UpdateConnection

書き込み

コアネットワークを更新する許
UpdateCoreNetwork
可を付与します。

書き込み

corenetwork* (p. 1406)

UpdateDevice

書き込み

device* (p. 1406)

デバイスを更新する許可を付与

connection* (p. 1406)
globalnetwork* (p. 1406)

globalnetwork* (p. 1406)
グローバルネットワークを更新
UpdateGlobalNetwork
する許可を付与。

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

UpdateLink

書き込み

globalnetwork* (p. 1406)

リンクを更新する許可を付与

link* (p. 1406)
ネットワークリソースでメタ
UpdateNetworkResourceMetadata
データのキーおよび値のペアを
追加または更新するアクセス許
可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateSite

サイトを更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

globalnetwork* (p. 1406)
site* (p. 1406)

VPCアタッチメントを更新する
UpdateVpcAttachment
権限を付与します。

書き込み

attachment* (p. 1406)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1407)
aws:TagKeys (p. 1407)
networkmanager:subnetArns (p. 1407)

AWS Network Manager が定義するリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1397)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

global-network

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:global-network/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

site

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:site/${GlobalNetworkId}/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

link

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:link/${GlobalNetworkId}/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

device

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:device/${GlobalNetworkId}/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

connection

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:connection/${GlobalNetworkId}/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

core-network

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:core-network/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

attachment

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:attachment/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

connect-peer

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:connect-peer/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)
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リソースタイプ ARN

条件キー

peering

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1407)

arn:${Partition}:networkmanager::
${Account}:peering/${ResourceId}

AWS Network Manager の条件キー
AWS Network Manager は、IAM ポリシーの 「Condition」 要素で使用できる次の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

関連付けまたは関連付け解除できるカスタマーゲートウェイ
networkmanager:cgwArn
によってアクセスをフィルタリングします。

文字列

VPC サブネットを VPC アタッチメントに追加または削除で
networkmanager:subnetArns
きるアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

トランジットゲートウェイが登録、登録解除、ピアリングさ
networkmanager:tgwArn
れる対象のアクセスのフィルタリング

文字列

トランジットゲートウェイ接続ピアを関連付けまたは関連付
networkmanager:tgwConnectPeerArn
け解除できるアクセスをフィルタリングします

文字列

トランジット ゲートウェイ ルート テーブルを使用してア
networkmanager:tgwRtbArn
タッチメントを作成する対象のアクセスのフィルタリング

文字列

アタッチメントの作成/更新に VPC を使用できるアクセスを
networkmanager:vpcArn
フィルタリングします。

文字列

添付ファイルの作成/更新にSite-to-Site VPN を使用できるア
networkmanager:vpnConnectionArn
クセスをフィルタリングします。

文字列

Amazon Nimble Studio のアクション、リソース、条
件キー
Amazon Nimble Studio (サービスプレフィックス: nimble) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、
次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Nimble Studio によって定義されたアクション (p. 1408)
• Amazon Nimble Studio で定義されたリソースタイプ (p. 1414)
• Amazon Nimble Studio の条件キー (p. 1415)

Amazon Nimble Studio によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AcceptEulas

EULA を承諾するためのアクセス Write
許可を付与

起動プロファイルを作成するた
CreateLaunchProfile
めのアクセス許可を付与

Write

依存アク
ション

eula* (p. 1415)
studio* (p. 1414)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:DescribeNatGateways

ec2:DescribeNetworkAcls

ec2:DescribeRouteTables
ec2:DescribeSubnets

ec2:DescribeVpcEndpoint
ec2:RunInstances
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
ストリーミングイメージを作成
CreateStreamingImage
するためのアクセス許可を付与
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ec2:DescribeImages
ec2:DescribeSnapshots
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ec2:ModifyInstanceAttribu

ec2:ModifySnapshotAttrib
ec2:RegisterImage
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
ストリーミングセッションを作
CreateStreamingSession
成するためのアクセス許可を付
与

Write

launchprofile* (p. 1414)

ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:CreateNetworkInterfa
nimble:GetLaunchProfile

nimble:GetLaunchProfileIn

nimble:ListEulaAcceptanc
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
StreamingSessionStream を作成
CreateStreamingSessionStream
するためのアクセス許可を付与

Write

streamingsession* (p. 1414)
nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)

CreateStudio

スタジオを作成するためのアク
セス許可を付与

Write

studio* (p. 1414)

iam:PassRole

sso:CreateManagedApplic
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)

スタジオコンポーネントを作成
CreateStudioComponent
するためのアクセス許可を付与
スタジオコンポーネントは、起
動プロファイルがアクセスを提
供するネットワークリソースを
指定します

Write

studio* (p. 1414)

ds:AuthorizeApplication
ds:DescribeDirectories

ec2:DescribeSecurityGrou
fsx:DescribeFileSystems
iam:PassRole
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)

起動プロファイルを削除するた
DeleteLaunchProfile
めのアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

起動プロファイルメンバーを削
DeleteLaunchProfileMember
除するためのアクセス許可を付
与

Write

launchprofile* (p. 1414)

ストリーミングイメージを削除
DeleteStreamingImage
するためのアクセス許可を付与

Write

streamingimage* (p. 1414)

依存アク
ション

ec2:DeleteSnapshot
ec2:DeregisterImage

ec2:ModifyInstanceAttribu

ec2:ModifySnapshotAttrib
ストリーミングセッションを削
DeleteStreamingSession
除するためのアクセス許可を付
与

Write

DeleteStudio

スタジオを削除するためのアク
セス許可を付与

Write

studio* (p. 1414)

sso:DeleteManagedApplic

スタジオコンポーネントを削除
DeleteStudioComponent
するためのアクセス許可を付与

Write

studiocomponent* (p. 1414)

ds:UnauthorizeApplication

スタジオメンバーを削除するた
DeleteStudioMember
めのアクセス許可を付与

Write

studio* (p. 1414)

GetEula

streamingsession* (p. 1414)

nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)

EULA を取得するためのアクセス Read
許可を付与

eula* (p. 1415)

Nimble Studio ポータルがこのア
GetFeatureMap カウントに適切な機能を表示で
[アクセス許可
きるようにするためのアクセス
のみ]
許可を付与

Read

起動プロファイルを取得するた
GetLaunchProfile めのアクセス許可を付与

Read

launchprofile* (p. 1414)

起動プロファイルによって使用
GetLaunchProfileDetails
されるスタジオコンポーネント
とストリーミングイメージの概
要を含む、起動プロファイルの
詳細を取得するためのアクセス
許可を付与

Read

launchprofile* (p. 1414)

起動プロファイルの初期化を取
GetLaunchProfileInitialization
得するためのアクセス許可を
付与 起動プロファイルの初期
化は、アタッチされたスタジオ
コンポーネントの接続情報を含
む、起動プロファイルの参照解
除されたバージョンです

Read

launchprofile* (p. 1414)

起動プロファイルメンバーを取
GetLaunchProfileMember
得するためのアクセス許可を付
与

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ストリーミングイメージを取得
GetStreamingImage
するためのアクセス許可を付与

Read

streamingimage* (p. 1414)

ストリーミングセッションを取
GetStreamingSession
得するためのアクセス許可を付
与

Read

streamingsession* (p. 1414)

ストリーミングセッションスト
GetStreamingSessionStream
リームを取得するためのアクセ
ス許可を付与

Read

GetStudio

スタジオを取得するためのアク
セス許可を付与

Read

studio* (p. 1414)

スタジオコンポーネントを取得
GetStudioComponent
するためのアクセス許可を付与

Read

studiocomponent* (p. 1414)

スタジオメンバーを取得するた
GetStudioMemberめのアクセス許可を付与

Read

studio* (p. 1414)

依存アク
ション

nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)
streamingsession* (p. 1414)
nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)

EULA 承認を一覧表示するための Read
ListEulaAcceptances
アクセス許可を付与

eulaacceptance* (p. 1415)

ListEulas

eula* (p. 1415)

EULA を一覧表示する許可を付与 Read

起動プロファイルメンバーを一
ListLaunchProfileMembers
覧表示するためのアクセス許可
を付与

Read

launchprofile* (p. 1414)

起動プロファイルを一覧表示す
ListLaunchProfilesるためのアクセス許可を付与

Read

studio* (p. 1414)
nimble:principalId (p. 1415)
nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)

ストリーミングイメージを一覧
ListStreamingImages
表示するためのアクセス許可を
付与

Read

studio* (p. 1414)

ストリーミングセッションを一
ListStreamingSessions
覧表示するためのアクセス許可
を付与

Read

studio* (p. 1414)
nimble:createdBy (p. 1415)
nimble:ownedBy (p. 1415)
nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)

スタジオコンポーネントを一覧
ListStudioComponents
表示するためのアクセス許可を
付与

Read

studio* (p. 1414)

スタジオメンバーを一覧表示す
ListStudioMembers
るためのアクセス許可を付与

Read

studio* (p. 1414)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListStudios

すべてのスタジオを一覧表示す
るためのアクセス許可を付与

Read

Nimble Studio リソースのすべて
ListTagsForResource
のタグを一覧表示するためのア
クセス許可を付与

Read

依存アク
ション

launchprofile (p. 1414)
streamingimage (p. 1414)
streamingsession (p. 1414)
studio (p. 1414)
studiocomponent (p. 1414)

起動プロファイルメンバーを追
PutLaunchProfileMembers
加/更新するためのアクセス許可
を付与

Write

launchprofile* (p. 1414)

ssodirectory:DescribeUsers

Nimble Studio ポータルのメトリ
PutStudioLogEvents
クスとログをレポートし、アプ
[アクセス許可
リケーションの正常性を監視す
のみ]
るためのアクセス許可を付与

Write

studio* (p. 1414)

スタジオメンバーを追加/更新す
PutStudioMembers
るためのアクセス許可を付与

書き込み

studio* (p. 1414)

ssodirectory:DescribeUsers

ストリーミングセッションを開
StartStreamingSession
始するためのアクセス許可を付
与

書き込み

streamingsession* (p. 1414)

nimble:GetLaunchProfile

nimble:GetLaunchProfileM

nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)
スタジオの AWS SSO 設定を修
StartStudioSSOConfigurationRepair
復する許可を付与

書き込み

ストリーミングセッションを停
StopStreamingSession
止するためのアクセス許可を付
与

書き込み

TagResource

タグ付け

指定された Nimble Studio リソー
スの 1 つ以上のタグを追加また
は上書きするためのアクセス許
可を付与

studio* (p. 1414)

sso:GetManagedApplicati
streamingsession* (p. 1414)

nimble:GetLaunchProfile

nimble:requesterPrincipalId (p. 1415)
launchprofile (p. 1414)
streamingimage (p. 1414)
streamingsession (p. 1414)
studio (p. 1414)
studiocomponent (p. 1414)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
指定された Nimble Studio リソー
UntagResource スから 1 つまたは複数のタグの
関連付けを解除するためのアク
セス許可を付与

タグ付け

launchprofile (p. 1414)
streamingimage (p. 1414)
streamingsession (p. 1414)
studio (p. 1414)
studiocomponent (p. 1414)
aws:TagKeys (p. 1415)

起動プロファイルを更新するた
UpdateLaunchProfile
めのアクセス許可を付与

Write

launchprofile* (p. 1414)

ec2:DescribeNatGateways

ec2:DescribeNetworkAcls

ec2:DescribeRouteTables
ec2:DescribeSubnets

ec2:DescribeVpcEndpoint
起動プロファイルメンバーを更
UpdateLaunchProfileMember
新するためのアクセス許可を付
与

Write

launchprofile* (p. 1414)

ストリーミングイメージを更新
UpdateStreamingImage
するためのアクセス許可を付与

Write

streamingimage* (p. 1414)

UpdateStudio

スタジオを更新するためのアク
セス許可を付与

Write

studio* (p. 1414)

iam:PassRole

スタジオコンポーネントを更新
UpdateStudioComponent
するためのアクセス許可を付与

Write

studiocomponent* (p. 1414)

ds:AuthorizeApplication
ds:DescribeDirectories

ec2:DescribeSecurityGrou
fsx:DescribeFileSystems
iam:PassRole
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Amazon Nimble Studio で定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1408)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

studio

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:studio/${StudioId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
nimble:studioId (p. 1415)
streamingimage

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:streaming-image/
${StreamingImageId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
nimble:studioId (p. 1415)

studiocomponent

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:studio-component/
${StudioComponentId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
nimble:studioId (p. 1415)

launch-profile

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:launch-profile/${LaunchProfileId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
nimble:studioId (p. 1415)

streamingsession

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:streaming-session/
${StreamingSessionId}

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1415)
aws:TagKeys (p. 1415)
nimble:createdBy (p. 1415)
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リソースタイプ ARN

条件キー
nimble:ownedBy (p. 1415)

eula

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:eula/${EulaId}

eulaacceptance

arn:${Partition}:nimble:${Region}:
${Account}:eula-acceptance/
${EulaAcceptanceId}

nimble:studioId (p. 1415)

Amazon Nimble Studio の条件キー
Amazon Nimble Studio では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリング

ArrayOfString

nimble:createdBy

createdBy リクエストパラメータもしくはリソースの作成者
の ID に基づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

nimble:ownedBy

ownedBy リクエストパラメータもしくはリソースの所有者の
ID に基づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

nimble:principalId

principalId リクエストパラメータに基づいてアクセスをフィ
ルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

ログインしているユーザーの ID でアクセスをフィルタリング
nimble:requesterPrincipalId
します。

文字列

nimble:studioId

ARN

特定のスタジオでアクセスをフィルタリングします。

Amazon OpenSearch Service のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon OpenSearch Service (サービスプレフィックス: es) では、IAM 許可ポリシーで使用できるよう
に、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon OpenSearch Service で定義されるアクション (p. 1416)
• Amazon OpenSearch Service で定義されるリソースタイプ (p. 1425)
• Amazon OpenSearch Service の条件キー (p. 1425)

Amazon OpenSearch Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インバウンドクロスクラスター
AcceptInboundConnection
検索接続リクエストを受け入れ
るためのアクセス許可を送信先
ドメイン所有者に付与します

書き込み

クロスクラスターでの検索接続
AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
に関するインバウンドリクエス
トを受け入れるためのアクセス
許可を、送信先ドメインの所有
者に付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
AcceptInboundConnection を使
用してください。

書き込み

AddTags

タグ付け

OpenSearch Service ドメインに
リソースタグをアタッチするた
めのアクセス許可を付与する

依存アク
ション

domain* (p. 1425)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1426)
aws:TagKeys (p. 1426)

パッケージを OpenSearch
AssociatePackageService ドメインに関連付けるた
めのアクセス許可を付与する
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドメインのサービスソフト
書き込み
CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate
ウェアに対する更新をキャン
セルするためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
CancelServiceSoftwareUpdate を
使用してください。

domain* (p. 1425)

ドメインのサービスソフトウェ
CancelServiceSoftwareUpdate
アに対する更新をキャンセルす
るためのアクセス許可を付与す
る

書き込み

domain* (p. 1425)

CreateDomain

書き込み

domain (p. 1425)

Amazon OpenSearch Service ド
メインを作成する許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1426)
aws:TagKeys (p. 1426)

OpenSearch Service ドメイン
CreateElasticsearchDomain
を作成するためのアクセス許
可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
CreateDomain を使用してくださ
い。

書き込み

VPC アクセスを使用する
CreateElasticsearchServiceRole
OpenSearch Service ドメイン
に必要な、サービスにリンクさ
れたロールを作成するためのア
クセス許可を付与する このア
クセス許可は廃止されました。
サービスにリンクされたロール
は OpenSearch Service によって
自動的に作成されます

書き込み

送信元ドメインから送信先ドメ
CreateOutboundConnection
インへの新しいクロスクラス
ター検索接続を作成するための
アクセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1425)

送信元ドメインから送信先ド
CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
メインに対する、クロスクラ
スターでの新しい検索接続を
作成するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
CreateOutboundConnection を使
用してください。

書き込み

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインで
使用するパッケージを追加する
ためのアクセス許可を付与する

書き込み

CreatePackage
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VPC アクセスを使用する
CreateServiceRoleAmazon OpenSearch Service ド
メインに必要な、サービスにリ
ンクされたロールを作成するた
めのアクセス許可を付与する

書き込み

DeleteDomain

書き込み

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインと 書き込み
DeleteElasticsearchDomain
そのすべてのデータを削除する
ためのアクセス許可を付与する
このアクセス許可は廃止されま
した。代わりに DeleteDomain を
使用してください。

domain* (p. 1425)

Amazon OpenSearch Service ド
メインとそのすべてのデータを
削除するためのアクセス許可を
付与する

VPC アクセスを使用する
DeleteElasticsearchServiceRole
OpenSearch Service ドメイン
が使用している、サービスにリ
ンクされたロールを削除するた
めのアクセス許可を付与する こ
のアクセス許可は廃止されま
した。サービスにリンクされた
ロールを削除するには、IAM API
を使用します。

書き込み

既存のインバウンドクロスクラ
DeleteInboundConnection
スター検索接続を削除するため
のアクセス許可を送信先ドメイ
ンの所有者に付与します

書き込み

既存のクロスクラスターでの
DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
インバウンド検索接続を削除
するためのアクセス許可を、
送信先ドメインの所有者に付
与する このアクセス許可は
廃止されました。代わりに
DeleteInboundConnection を使用
してください。

書き込み

既存のアウトバウンドクロスク
DeleteOutboundConnection
ラスター検索接続を削除するた
めのアクセス許可をソースドメ
イン所有者に付与します。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のクロスクラスターで
DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection
のアウトバウンド検索接続を
削除するためのアクセス許可
を、送信元のドメイン所有者
に付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
DeleteOutboundConnection を使
用してください。
DeletePackage

OpenSearch Service からパッ
ケージを削除するためのアクセ
ス許可を付与する パッケージ
は、どのドメインとも関連付け
ることはできません。

書き込み

書き込み

指定された OpenSearch Service
DescribeDomain ドメインについて、そのドメイ
ンの設定 (ドメインの ID、サー
ビスエンドポイント、ARN など)
を詳細表示するためのアクセス
許可を付与する

読み取り

domain* (p. 1425)

指定された OpenSearch Service
DescribeDomainAutoTunes
ドメインについて、ドメインの
Auto-Tune 設定 (Auto-Tune の状
態やメンテナンススケジュール
など) を表示するためのアクセス
許可を付与する

読み取り

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインの
DescribeDomainChangeProgress
詳細ステージの進行状況を表示
する許可を付与

読み取り

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインの
DescribeDomainConfig
設定オプションおよびステータ
スを詳細表示するためのアクセ
ス許可を付与する

読み取り

domain* (p. 1425)

指定された OpenSearch Service
DescribeDomains ドメイン (最大 5 個) についてド
メイン設定を詳細表示するため
のアクセス許可を付与する

リスト

domain* (p. 1425)

指定された OpenSearch Service 読み取り
DescribeElasticsearchDomain
ドメインについて、ドメイン設
定 (ドメインの ID、サービスエン
ドポイント、および ARN など)
を詳細表示するためのアクセス
許可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
DescribeDomain を使用してくだ
さい。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

OpenSearch Service ドメイ
DescribeElasticsearchDomainConfig
ンの設定とステータスを詳細
表示するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
DescribeDomainConfig を使用し
てください。

読み取り

domain* (p. 1425)

の指定された Amazon
DescribeElasticsearchDomains
OpenSearch ドメイン (最大 5
個) について、ドメイン設定を
詳細表示するためのアクセス許
可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
DescribeDomains を使用してく
ださい。

リスト

domain* (p. 1425)

特定の OpenSearch バージョ
DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits
ンとインスタンスタイプにつ
いて、インスタンス数、スト
レージ、マスターノードの制限
を表示するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
DescribeInstanceTypeLimits を使
用してください。

リスト

送信先ドメインのすべてのイン
DescribeInboundConnections
バウンドクロスクラスター検索
接続を一覧表示するためのアク
セス許可を付与します

リスト

送信先ドメインにおけるクロ
DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
スクラスターでのすべてのイ
ンバウンド検索接続を、一覧
表示するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
DescribeInboundConnections を
使用してください。

リスト

特定エンジンバージョンとイン
DescribeInstanceTypeLimits
スタンスタイプについて、イン
スタンス数、ストレージ、マス
ターノードの制限を表示するた
めのアクセス許可を付与する

リスト

送信元ドメインのすべてのアウ
DescribeOutboundConnections
トバウンドクロスクラスター検
索接続を一覧表示するためのア
クセス許可を付与します

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

送信元ドメインでの、クロス
リスト
DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
クラスターによるすべてのア
ウトバウンド検索接続を一覧
表示するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
DescribeOutboundConnections
を使用してください。
OpenSearch Service ドメインで
DescribePackages利用可能な、すべてのパッケー
ジについて詳細表示するための
アクセス許可を付与する

読み取り

Amazon OpenSearch Service
リスト
DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings
向けに、リザーブドインス
タンスのサービスを取得す
るためのアクセス許可を付
与する このアクセス許可は
廃止されました。代わりに
DescribeReservedInstanceOfferings
を使用してください。
既に購入済みの OpenSearch
DescribeReservedElasticsearchInstances
Service リザーブドインスタン
スを取得するためのアクセス許
可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
DescribeReservedInstances を使
用してください。

リスト

OpenSearch Service 向けに、リ
DescribeReservedInstanceOfferings
ザーブドインスタンスのサービ
スを取得するためのアクセス許
可を付与する

リスト

既に購入済みの OpenSearch
DescribeReservedInstances
Service リザーブドインスタンス
を取得するためのアクセス許可
を付与する

リスト

指定された OpenSearch Service
DissociatePackage
ドメインに対するパッケージの
関連付けを、解除するためのア
クセス許可を付与する

書き込み

domain* (p. 1425)

クラスター間リクエストをター
ESCrossClusterGet
ゲットドメインに送信する許可
を付与

Read

domain (p. 1425)

ESHttpDelete

Write

domain (p. 1425)

OpenSearch API に HTTP
DELETE リクエストを送信する
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ESHttpGet

OpenSearch API に HTTP GET
リクエストを送信する許可を付
与

Read

domain (p. 1425)

ESHttpHead

OpenSearch API に HTTP HEAD
リクエストを送信する許可を付
与

Read

domain (p. 1425)

ESHttpPatch

OpenSearch API に HTTP
PATCH リクエストを送信する許
可を付与

Write

domain (p. 1425)

ESHttpPost

OpenSearch API に HTTP POST
リクエストを送信する許可を付
与

Write

domain (p. 1425)

ESHttpPut

OpenSearch API に HTTP PUT
リクエストを送信する許可を付
与

書き込み

domain (p. 1425)

OpenSearch Service ドメイ
GetCompatibleElasticsearchVersions
ンをアップグレードできる互
換性を持つ、OpenSearch と
Elasticsearch バージョンのリス
トを取得するためのアクセス許
可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
GetCompatibleVersions を使用し
てください。

リスト

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインを
GetCompatibleVersions
アップグレードできる互換性を
持つ、エンジンバージョンのリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与する

リスト

domain* (p. 1425)

パッケージのバージョン履歴を
GetPackageVersionHistory
取得するためのアクセス許可を
付与します

読み取り

特定の OpenSearch Service ドメ
GetUpgradeHistory
インの、アップグレードに関す
る履歴を取得するためのアクセ
ス許可を付与する

読み取り

domain* (p. 1425)

特定の OpenSearch Service ドメ
GetUpgradeStatusインのアップグレード状況を取
得するためのアクセス許可を付
与する

読み取り

domain* (p. 1425)

現在のユーザーが所有して
ListDomainNamesいる、すべての OpenSearch
Service ドメインの名前を表示す
るためのアクセス許可を付与す
る

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

パッケージが関連付けられて
ListDomainsForPackage
いる、すべての OpenSearch
Service ドメインを一覧表示する
ためのアクセス許可を付与する

リスト

特定の OpenSearch バージョ
リスト
ListElasticsearchInstanceTypeDetails
ンの、すべてのインスタンス
タイプと使用可能な機能を一
覧表示するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
ListInstanceTypeDetails を使用し
てください。
特定の OpenSearch バージョン
ListElasticsearchInstanceTypes
でサポートされている、すべて
の EC2 インスタンスタイプを一
覧表示するためのアクセス許可
を付与する

リスト

Amazon OpenSearch Service
ListElasticsearchVersions
でサポートされている、すべて
の OpenSearch バージョンを
一覧表示するためのアクセス許
可を付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
ListVersions を使用してくださ
い。

リスト

特定の OpenSearch もしくは
ListInstanceTypeDetails
Elasticsearch バージョンの、す
べてのインスタンスタイプと使
用可能な機能を一覧表示するた
めのアクセス許可を付与する

リスト

OpenSearch Service ドメインに
ListPackagesForDomain
関連付けられている、すべての
パッケージを一覧表示するため
のアクセス許可を付与する

リスト

domain* (p. 1425)

ListTags

OpenSearch Service ドメイン
の、すべてのリソースタグを表
示するためのアクセス許可を付
与する

読み取り

domain* (p. 1425)

ListVersions

Amazon OpenSearch Service
でサポートされている、す
べての OpenSearch および
Elasticsearch のバージョンを一
覧表示するためのアクセス許可
を付与する

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

OpenSearch Service リザー
書き込み
PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
ブドインスタンスを購入す
るためのアクセス許可を付
与する このアクセス許可は
廃止されました。代わりに
PurchaseReservedInstanceOffering
を使用してください。
OpenSearch リザーブドインスタ Write
PurchaseReservedInstanceOffering
ンスを購入する許可を付与
インバウンドクロスクラスター
RejectInboundConnection
検索接続リクエストを拒否する
ためのアクセス許可を送信先ド
メインの所有者に付与します

書き込み

クロスクラスターでの検索接続
RejectInboundCrossClusterSearchConnection
に関するインバウンドリクエス
トを拒否するためのアクセス許
可を、送信先ドメインの所有者
に対し付与する このアクセス許
可は廃止されました。代わりに
RejectInboundConnection を使用
してください。

書き込み

RemoveTags

タグ付け

OpenSearch Service ドメインか
らリソースタグを削除するため
のアクセス許可を付与する

domain* (p. 1425)
aws:TagKeys (p. 1426)

ドメインのサービスソフト
書き込み
StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate
ウェアの更新を開始するた
めのアクセス許可を付与す
る。このアクセス許可は廃
止されました。代わりに
StartServiceSoftwareUpdate を使
用してください。

domain* (p. 1425)

ドメインのサービスソフトウェ
StartServiceSoftwareUpdate
アの更新を開始するためのアク
セス許可を付与する

書き込み

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインの
UpdateDomainConfig
設定 (インスタンスタイプやイン
スタンス数など) を変更するため
のアクセス許可を付与する

書き込み

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメイ
UpdateElasticsearchDomainConfig
ンの設定 (インスタンスタイ
プやインスタンス数など) を
変更するためのアクセス許可
を付与する このアクセス許可
は廃止されました。代わりに
UpdateDomainConfig を使用して
ください。

書き込み

domain* (p. 1425)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

OpenSearch Service ドメインで
UpdatePackage 使用するパッケージを更新する
ためのアクセス許可を付与する

書き込み

OpenSearch Service ドメインに
UpgradeDomain おいて、特定のバージョンへの
アップグレードを開始するため
のアクセス許可を付与する

書き込み

domain* (p. 1425)

OpenSearch Service ドメインに
UpgradeElasticsearchDomain
おいて、指定されたバージョン
へのアップグレードを開始する
ためのアクセス許可を付与する
このアクセス許可は廃止されま
した。代わりに UpgradeDomain
を使用してください。

書き込み

domain* (p. 1425)

依存アク
ション

Amazon OpenSearch Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1416)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

domain

arn:${Partition}:es:${Region}:
${Account}:domain/${DomainName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1426)

es_role

arn:${Partition}:iam::${Account}:role/
aws-service-role/es.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1426)

arn:${Partition}:iam::
opensearchservice_role
${Account}:role/aws-service-role/
opensearchservice.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1426)

Amazon OpenSearch Service の条件キー
Amazon OpenSearch Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS OpsWorks のアクション、リソース、および条
件キー
AWS OpsWorks (サービスプレフィックス: opsworks) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS OpsWorks で定義されるアクション (p. 1426)
• AWS OpsWorks で定義されるリソースタイプ (p. 1432)
• AWS OpsWorks の条件キー (p. 1432)

AWS OpsWorks で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

1426

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS OpsWorks

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssignInstance

登録されたインスタンスをレイ
ヤーに割り当てるアクセス許可
を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

スタックの登録された Amazon
EBS ボリュームの 1 つを指定さ
れたインスタンスに割り当てる
アクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

スタックの登録されている
AssociateElasticIpElastic IP アドレスの 1 つを指定
されたインスタンスに関連付け
るアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

Elastic Load Balancing のロー
AttachElasticLoadBalancer
ドバランサーを指定されたレイ
ヤーにアタッチするアクセス許
可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

CloneStack

指定されたスタックのクローン
を作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

stack (p. 1432)

CreateApp

指定されたスタックのアプリ
ケーションを作成するアクセス
許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

デプロイコマンドまたはスタッ
CreateDeploymentクコマンドを実行するアクセス
許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

指定されたスタックにインスタ
ンスを作成するアクセス許可を
付与します

書き込み

stack (p. 1432)

CreateLayer

レイヤーを作成するアクセス許
可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

CreateStack

新しいスタックを作成するアク
セス許可を付与します

書き込み

新しいユーザープロファイルを
CreateUserProfile作成するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

DeleteApp

書き込み

stack (p. 1432)

書き込み

stack (p. 1432)

AssignVolume

CreateInstance

指定されたアプリケーションを
削除するアクセス許可を付与し
ます

DeleteInstance 指定されたインスタンスを削除
するアクセス許可を付与しま
す。これにより、関連付けられ
ている Amazon EC2 インスタン
スが終了します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteLayer

指定されたレイヤーを削除する
アクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

DeleteStack

指定されたスタックを削除する
権限を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

ユーザープロファイルを削除す
DeleteUserProfile るアクセス許可を付与します

書き込み

ユーザープロファイルを削除す
DeregisterEcsCluster
るアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

指定された Elastic IP アドレスを
DeregisterElasticIp登録解除するアクセス許可を付
与します

書き込み

stack (p. 1432)

登録されている Amazon EC2 イ
DeregisterInstanceンスタンスまたはオンプレミス
インスタンスを登録解除するア
クセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

Amazon RDS インスタンスを登
DeregisterRdsDbInstance
録解除するアクセス許可を付与
します

書き込み

stack (p. 1432)

Amazon EBS ボリュームを登録
DeregisterVolume解除するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

stack (p. 1432)

利用可能な AWS OpsWorks エー
DescribeAgentVersions
ジェントのバージョンを記述す
るアクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

DescribeApps

指定された一連のアプリケー
ションの説明をリクエストする
アクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

指定されたコマンドの結果を記
DescribeCommands
述するアクセス許可を付与しま
す

リスト

stack (p. 1432)

指定された一連のデプロイの説
DescribeDeployments
明をリクエストするアクセス許
可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

スタックに登録されている
DescribeEcsClusters
Amazon ECS クラスターを記述
するアクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

Elastic IP アドレスを記述するア
DescribeElasticIpsクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

スタックの Elastic Load
DescribeElasticLoadBalancers
Balancing インスタンスを記述す
るアクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

一連のインスタンスの説明をリ
DescribeInstancesクエストするアクセス許可を付
与します

リスト

stack (p. 1432)

指定されたスタックの 1 つまた
DescribeLayers は複数のレイヤーの説明をリク
エストするアクセス許可を付与
します

リスト

stack (p. 1432)

指定されたレイヤーの負荷ベー
DescribeLoadBasedAutoScaling
スのオートスケーリング設定を
記述するアクセス許可を付与し
ます

リスト

stack (p. 1432)

ユーザーの SSH 情報を記述する
DescribeMyUserProfile
アクセス許可を付与します

リスト

AWS OpsWorks Stacks でサポー
DescribeOperatingSystems
トされているオペレーティング
システムについて記述するアク
セス許可を付与します

リスト

指定されたスタックのアクセス
DescribePermissions
許可を記述するアクセス許可を
付与します

リスト

stack (p. 1432)

インスタンスの RAID 配列を記述 リスト
DescribeRaidArrays
するアクセス許可を付与します

stack (p. 1432)

Amazon RDS インスタンスを記
DescribeRdsDbInstances
述するアクセス許可を付与しま
す

リスト

stack (p. 1432)

AWS OpsWorks サービスエラー
DescribeServiceErrors
を記述するアクセス許可を付与
します

リスト

stack (p. 1432)

スタックのプロビジョニングパ
DescribeStackProvisioningParameters
ラメータの説明をリクエストす
るアクセス許可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

指定されたスタックのレイヤー
DescribeStackSummary
とアプリケーションの数、お
よび各状態 (running_setup や
online など) のインスタンスの数
を記述するアクセス許可を付与
します

リスト

stack (p. 1432)

1 つまたは複数のスタックの説明
DescribeStacks をリクエストするアクセス許可
を付与します

リスト

stack (p. 1432)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたインスタンスの時間
DescribeTimeBasedAutoScaling
ベースのオートスケーリング設
定を記述するアクセス許可を付
与します

リスト

指定されたユーザーを記述する
DescribeUserProfiles
アクセス許可を付与します

リスト

インスタンスの Amazon EBS ボ
DescribeVolumes リュームを記述するアクセス許
可を付与します

リスト

stack (p. 1432)

指定された Elastic Load
DetachElasticLoadBalancer
Balancing インスタンスをそのレ
イヤーからデタッチするアクセ
ス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

インスタンスから Elastic IP アド
DisassociateElasticIp
レスの関連付けを解除するアク
セス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

現在のホスト名のテーマに基づ
GetHostnameSuggestion
いて、指定されたレイヤーの生
成されたホスト名を取得するア
クセス許可を付与します

読み込み

stack (p. 1432)

GrantAccess

指定された期間の Windows イン
スタンスへの RDP アクセスを許
可するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

stack (p. 1432)

ListTags

指定されたスタックまたはレイ
ヤーに適用されるタグのリスト
を返すアクセス許可を付与しま
す

リスト

stack (p. 1432)

指定されたインスタンスを再起
RebootInstance 動するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

stack (p. 1432)

指定された Amazon ECS クラス
RegisterEcsCluster
ターをスタックに登録するアク
セス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

Elastic IP アドレスを指定された
RegisterElasticIp スタックに登録するアクセス許
可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

インスタンスを AWS OpsWorks
RegisterInstance の外部で作成された指定された
スタックに登録するアクセス許
可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon RDS インスタンスをス
RegisterRdsDbInstance
タックに登録するアクセス許可
を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

Amazon EBS ボリュームを指定
RegisterVolume されたスタックに登録するアク
セス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

指定されたレイヤーの負荷ベー
SetLoadBasedAutoScaling
スのオートスケーリング設定を
指定するアクセス許可を付与し
ます

書き込み

stack (p. 1432)

SetPermission

経営へのア stack (p. 1432)
クセス権

ユーザーのアクセス許可を指定
するアクセス許可を付与します

指定されたインスタンスの時間
SetTimeBasedAutoScaling
ベースのオートスケーリング設
定を指定するアクセス許可を付
与します

書き込み

stack (p. 1432)

StartInstance

指定されたインスタンスを起動
するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

StartStack

スタックのインスタンスを起動
するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

StopInstance

指定されたインスタンスを停止
するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

StopStack

指定されたスタックを停止する
アクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

TagResource

指定されたスタックまたはレイ
ヤーにタグを適用するアクセス
許可を付与します

タグ付け

stack (p. 1432)

すべてのレイヤーから登録され
UnassignInstanceたインスタンスを割り当て解除
するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

割り当てられている Amazon
UnassignVolume EBS ボリュームを割り当て解除
するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

指定したスタックまたはレイ
UntagResource ヤーからタグを削除するアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

stack (p. 1432)

UpdateApp

書き込み

stack (p. 1432)

書き込み

stack (p. 1432)

指定されたアプリケーションを
更新するアクセス許可を付与し
ます

登録された Elastic IP アドレスの
UpdateElasticIp 名前を更新するアクセス許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたインスタンスを更新
UpdateInstance するアクセス許可を付与します

書き込み

stack (p. 1432)

UpdateLayer

書き込み

stack (p. 1432)

指定されたレイヤーを更新する
アクセス許可を付与します

ユーザーの SSH 公開鍵を更新す
UpdateMyUserProfile
るアクセス許可を付与します

書き込み

Amazon RDS インスタンスを更
UpdateRdsDbInstance
新するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

stack (p. 1432)

UpdateStack

書き込み

stack (p. 1432)

指定されたスタックを更新する
アクセス許可を付与します

指定されたユーザープロファイ
UpdateUserProfileルを更新するアクセス許可を付
与します

経営へのア
クセス権

UpdateVolume

書き込み

Amazon EBS ボリュームの名前
またはマウントポイントを更新
するアクセス許可を付与します

依存アク
ション

stack (p. 1432)

AWS OpsWorks で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1426)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
stack

条件キー

arn:${Partition}:opsworks:${Region}:
${Account}:stack/${StackId}/

AWS OpsWorks の条件キー
OpsWorks には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS OpsWorks Configuration Management のアク
ション、リソース、および条件キー
AWS OpsWorks Configuration Management (サービスプレフィックス: opsworks-cm) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS OpsWorks Configuration Management で定義されるアクション (p. 1433)
• AWS OpsWorks Configuration Management で定義されるリソースタイプ (p. 1435)
• AWS OpsWorks Configuration Management の条件キー (p. 1435)

AWS OpsWorks Configuration Management で定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssociateNode ノードを設定管理サーバーに関
連付けるためのアクセス許可を
付与

Write

CreateBackup

指定したサーバーのバックアッ
プを作成するためのアクセス許
可を付与

Write

CreateServer

新しいサーバーを作成するため
のアクセス許可を付与

Write

DeleteBackup

指定されたバックアップと、場
合によってはその S3 バケットを
削除するためのアクセス許可を
付与

Write

DeleteServer

対応する CloudFormation スタッ
ク、および場合によっては S3 バ
ケットを使用して、指定された

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サーバーを削除するためのアク
セス許可を付与
ユーザーのアカウントのサービ
DescribeAccountAttributes
スの制限を記述するためのアク
セス許可を付与

リスト

単一のバックアップ、指定した
DescribeBackups サーバーのすべてのバックアッ
プ、またはユーザーのアカウン
トのすべてのバックアップを記
述するためのアクセス許可を付
与

リスト

指定したサーバーのすべてのイ
DescribeEvents ベントを記述するためのアクセ
ス許可を付与

リスト

指定されたノードトークンと指
DescribeNodeAssociationStatus
定されたサーバーの関連付けス
テータスを記述するためのアク
セス許可を付与

リスト

指定したサーバーまたはユー
DescribeServers ザーアカウントのすべてのサー
バーを記述するためのアクセス
許可を付与

リスト

サーバーから指定されたノード
DisassociateNodeの関連付けを解除するためのア
クセス許可を付与

Write

サーバーからエンジン属性をエ
ExportServerEngineAttribute
クスポートするためのアクセス
許可を付与

Read

指定したサーバーまたはバック
ListTagsForResource
アップに適用されているタグを
一覧表示するためのアクセス許
可を付与

Read

RestoreServer

指定されたサーバーにバック
Write
アップを適用するためのアクセ
ス許可を付与 指定されている場
合は、ec2-instance をスワップア
ウトする可能性があります

サーバーのメンテナンスをすぐ
StartMaintenance に開始するためのアクセス許可
を付与

Write

TagResource

タグ付け

指定されたサーバーまたはバッ
クアップにタグを適用するため
のアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたサーバーまたはバッ
UntagResource クアップからタグを削除するた
めのアクセス許可を付与

タグ付け

UpdateServer

一般的なサーバー設定を更新す
るためのアクセス許可を付与

Write

設定管理タイプに固有のサー
UpdateServerEngineAttributes
バー設定を更新するためのアク
セス許可を付与

Write

依存アク
ション

AWS OpsWorks Configuration Management で定義されるリソー
スタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1433)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

server

arn:${Partition}:opsworks-cm::
${Account}:server/${ServerName}/${UniqueId}

backup

arn:${Partition}:opsworks-cm::
${Account}:backup/${ServerName}-{Date-andTime-Stamp-of-Backup}

AWS OpsWorks Configuration Management の条件キー
OpsworksCM には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Organizations のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Organizations (サービスプレフィックス: organizations) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS Organizations で定義されるアクション (p. 1436)
• AWS Organizations で定義されるリソースタイプ (p. 1441)
• AWS Organizations の条件キー (p. 1442)

AWS Organizations で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ハンドシェイクリクエストに
AcceptHandshakeよって提案されたアクションに
同意したハンドシェイクの発行
者に応答を送信する許可を付与

書き込み

handshake* (p. 1441)

AttachPolicy

書き込み

policy* (p. 1441)

ルート、組織単位、または個々
のアカウントにポリシーをア
タッチする許可を付与

依存アク
ション

account (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
root (p. 1442)
organizations:PolicyType (p. 1442)

ハンドシェイクをキャンセルす
CancelHandshakeる許可を付与

書き込み

CloseAccount

組織内に作成されたか、または
書き込み
組織に参加するように招待され
て、Organization の一部になって
いる AWS アカウント を閉鎖す
る許可を付与

CreateAccount

リクエストを行った認証情報を
持つ組織のメンバーに自動的に
なる AWS アカウント を作成す
る許可を付与
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書き込み

handshake* (p. 1441)
account* (p. 1441)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS GovCloud (米国) アカウン
CreateGovCloudAccount
トを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)

組織を作成する許可を付与
書き込み
CreateOrganization
CreateOrganization オペレーショ
ンを呼び出す認証情報を持つア
カウントは、自動的に新しい組
織の管理アカウントになります
ルートまたは親 OU 内に組織単
CreateOrganizationalUnit
位 (OU) を作成する許可を付与

書き込み

organizationalunit (p. 1441)
root (p. 1442)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)

CreatePolicy

ルート、組織単位 (OU)、また
は個々の AWS アカウント にア
タッチできるポリシーを作成す
る許可を付与

書き込み

organizations:PolicyType (p. 1442)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)

ハンドシェイクリクエストを
DeclineHandshake拒否する許可を付与 これによ
り、ハンドシェイクの状態が
DECLINED に設定され、効果的
にリクエストが非アクティブ化
されます

書き込み

組織を削除する許可を付与
DeleteOrganization

書き込み

ルートまたは別の OU から組織
DeleteOrganizationalUnit
単位を削除する許可を付与

書き込み

organizationalunit* (p. 1441)

DeletePolicy

書き込み

policy* (p. 1441)

組織からポリシーを削除する許
可を付与

organizations:PolicyType (p. 1442)

ServicePrincipal で指定された
DeregisterDelegatedAdministrator
AWS のサービスの委任管理者と
して、指定されたメンバー AWS
アカウント を登録解除する許可
を付与

書き込み

指定したアカウントに関する
DescribeAccount Organizations 関連の詳細を取得
する許可を付与

読み込み
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account* (p. 1441)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アカウントを作成するための非
DescribeCreateAccountStatus
同期リクエストの現在のステー
タスを取得する許可を付与

読み込み

アカウントの有効なポリシーを
DescribeEffectivePolicy
取得する許可を付与

読み込み

以前にリクエストされたハンド
DescribeHandshake
シェイクに関する詳細を取得す
る許可を付与

読み込み

呼び出し元の認証情報が属する
DescribeOrganization
組織に関する詳細を取得する許
可を付与

読み込み

組織単位 (OU) の詳細を取得する
DescribeOrganizationalUnit
許可を付与

読み込み

organizationalunit* (p. 1441)

DescribePolicy

ポリシーに関する詳細を取得す
る許可を付与

読み込み

policy* (p. 1441)

ターゲットのルート、組織単
位、または個々のアカウントか
らポリシーをデタッチする許可
を付与

書き込み

DetachPolicy

account* (p. 1441)
organizations:PolicyType (p. 1442)
handshake* (p. 1441)

organizations:PolicyType (p. 1442)
policy* (p. 1441)
account (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
root (p. 1442)
organizations:PolicyType (p. 1442)

AWS サービス (ServicePrincipal
DisableAWSServiceAccess
で指定されたサービス) と AWS
Organizations との統合を無効に
する許可を付与

書き込み

ルートの組織ポリシータイプを
DisablePolicyType無効にする許可を付与

書き込み

AWS サービス (ServicePrincipal
EnableAWSServiceAccess
で指定されたサービス) と AWS
Organizations との統合を有効に
する許可を付与

書き込み

一括請求機能のみをサポートす
EnableAllFeaturesる設定からアップグレードする
ために、組織内のすべての機能
を有効にするプロセスを開始す
る許可を付与

書き込み

ルートのポリシータイプを有効
EnablePolicyTypeにする許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

組織にメンバーアカウントと
InviteAccountToOrganization
して参加するように求めるため
に、招待を別の AWS アカウント
に送信する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

account (p. 1441)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)

親組織からメンバーアカウント
LeaveOrganizationを削除する許可を付与

書き込み

組織との統合を有効にした AWS
ListAWSServiceAccessForOrganization
サービスのリストを取得する許
可を付与

リスト

ListAccounts

リスト

組織内のすべてのアカウントを
一覧表示する許可を付与

ルートまたは組織単位 (OU) に含
ListAccountsForParent
まれる組織内のアカウントを一
覧表示する許可を付与

リスト

ListChildren

親 OU またはルートに含まれる
すべての OU またはアカウント
を一覧表示する許可を付与

リスト

現在組織で追跡中の非同期アカ
ListCreateAccountStatus
ウント作成リクエストを一覧表
示する許可を付与

リスト

この組織の委任管理者として指
ListDelegatedAdministrators
定されている AWS アカウントを
一覧表示する許可を付与

リスト

指定したアカウントがこの組織
ListDelegatedServicesForAccount
の委任管理者になっている AWS
のサービスを一覧表示する許可
を付与

リスト

アカウントに関連付けられてい
ListHandshakesForAccount
るすべてのハンドシェイクを一
覧表示する許可を付与

リスト

組織に関連付けられているハン
ListHandshakesForOrganization
ドシェイクを一覧表示する許可
を付与

リスト

親組織単位またはルート内のす
ListOrganizationalUnitsForParent
べての組織単位 (OU) を一覧表示
する許可を付与

リスト

ListParents

リスト

子 OU またはアカウントの直接
の親として機能するルートまた
は組織単位 (OU) を一覧表示する
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListPolicies

組織内のすべてのポリシーを一
覧表示する許可を付与

リスト

ルート、組織単位 (OU)、または
ListPoliciesForTarget
アカウントに直接アタッチされ
ているすべてのポリシーを一覧
表示する許可を付与

リスト

依存アク
ション

organizations:PolicyType (p. 1442)
account (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
root (p. 1442)
organizations:PolicyType (p. 1442)

ListRoots

組織内で定義されているすべて
のルートを一覧表示する許可を
付与

リスト

指定したリソースのすべてのタ
ListTagsForResource
グを一覧表示する許可を付与

リスト

account (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
policy (p. 1441)
root (p. 1442)

ポリシーがアタッチされている
ListTargetsForPolicy
すべてのルーツ、OU、およびア
カウントを一覧表示する許可を
付与

リスト

MoveAccount

書き込み

アカウントを現在のルートまた
は OU から別の親ルートまたは
OU に移動する許可を付与

policy* (p. 1441)
organizations:PolicyType (p. 1442)
account* (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
root (p. 1442)

ServicePrincipal で指定さ
RegisterDelegatedAdministrator
れた AWS のサービスの
Organizations 機能を管理するた
めに、指定したメンバーアカウ
ントを登録する許可を付与しま
す

書き込み

指定したアカウントを組織から
RemoveAccountFromOrganization
削除する許可を付与します

書き込み

account* (p. 1441)

TagResource

タグ付け

account (p. 1441)

指定されたリソースに 1 つ以上
のタグを追加する権限を付与し
ます

account* (p. 1441)

organizations:ServicePrincipal (p. 1442

organizationalunit (p. 1441)
policy (p. 1441)
root (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1442)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたリソースから 1 つ以
UntagResource 上のタグを削除する権限を付与
します

タグ付け

依存アク
ション

account (p. 1441)
organizationalunit (p. 1441)
policy (p. 1441)
root (p. 1442)
aws:TagKeys (p. 1442)

組織単位 (OU) の名前を変更する
UpdateOrganizationalUnit
許可を付与します

書き込み

organizationalunit* (p. 1441)

UpdatePolicy

書き込み

policy* (p. 1441)

既存のポリシーを新しい名前、
説明、またはコンテンツで更新
する許可を付与します

organizations:PolicyType (p. 1442)

AWS Organizations で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1436)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

account

arn:${Partition}:organizations::
${MasterAccountId}:account/o${OrganizationId}/${AccountId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1442)

handshake

arn:${Partition}:organizations::
${MasterAccountId}:handshake/o${OrganizationId}/${HandshakeType}/h${HandshakeId}

organization

arn:${Partition}:organizations::
${MasterAccountId}:organization/o${OrganizationId}

arn:${Partition}:organizations::
organizationalunit ${MasterAccountId}:ou/o-${OrganizationId}/
ou-${OrganizationalUnitId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1442)

policy

arn:${Partition}:organizations::
${MasterAccountId}:policy/o${OrganizationId}/${PolicyType}/p${PolicyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1442)

awspolicy

arn:${Partition}:organizations::aws:policy/
${PolicyType}/p-${PolicyId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

root

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1442)

arn:${Partition}:organizations::
${MasterAccountId}:root/o-${OrganizationId}/
r-${RootId}

AWS Organizations の条件キー
AWS Organizations では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

指定したポリシータイプ名でアクセスをフィルタリングする
organizations:PolicyType

文字列

指定したサービスプリンシパル名でアクセスをフィルタリン
organizations:ServicePrincipal
グする

文字列

AWS Outposts のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Outposts (サービスプレフィックス: outposts) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Outposts で定義されるアクション (p. 1443)
• AWS Outposts で定義されるリソースタイプ (p. 1444)
• AWS Outposts の条件キー (p. 1444)
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AWS Outposts で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelOrder

注文をキャンセルする許可を付
与

書き込み

CreateOrder

順序を作成する許可を付与しま
す。

書き込み

CreateOutpost

Outpost を作成する許可を付与

書き込み

プライベート接続設定を作成す
CreatePrivateConnectivityConfig
るアクセス許可を付与します

書き込み

CreateSite

サイトを作成する許可を付与し
ます。

書き込み

DeleteOutpost

Outpost を削除する許可を付与

書き込み

DeleteSite

サイトを削除する許可を付与

書き込み

カタログ項目を取得する許可を
GetCatalogItem 付与

読み取り

GetConnection Outpost サーバーの接続に関する
情報を取得する許可を付与

読み取り

GetOrder

オーダーに関する情報を取得す
る許可を付与

読み取り

GetOutpost

指定された Outpost に関する情
報を取得する許可を付与。

読み取り

指定された Outpost のインスタ
GetOutpostInstanceTypes
ンスタイプを取得する許可を付
与

読み取り

プライベート接続設定を取得す
GetPrivateConnectivityConfig
るアクセス許可を付与します

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetSite

サイト を取得するためのアクセ
ス許可を付与します。

読み取り

サイトアドレスを取得する許可
GetSiteAddress を付与

読み取り

ListAssets

リスト

Outpost のアセットを一覧表示す
る許可を付与する

すべてのカタログ項目を一覧表
ListCatalogItems 示する許可を付与

リスト

ListOrders

AWS アカウント の注文を一覧表
示する許可を付与

リスト

ListOutposts

AWS アカウント の Outpost を一 リスト
覧表示する許可を付与する

ListSites

AWS アカウント のサイトを一覧
表示する許可を付与する

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

Outpost サーバーへの接続を開始
StartConnection する許可を付与

書き込み

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

UpdateOutpost Outpost を更新する許可を付与

書き込み

UpdateSite

書き込み

サイトを更新する許可を付与

依存アク
ション

サイトアドレスを更新する許可
UpdateSiteAddress
を付与

書き込み

サイトのラックの物理プロパ
UpdateSiteRackPhysicalProperties
ティを更新する許可を付与

書き込み

AWS Outposts で定義されるリソースタイプ
AWS Outposts では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポー
トされていません。AWS Outposts へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定
します。

AWS Outposts の条件キー
Outposts には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS Panorama のアクション、リソース、および条
件キー
AWS Panorama (サービスプレフィックス: panorama) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Panorama で定義されるアクション (p. 1445)
• AWS Panorama で定義されるリソースタイプ (p. 1451)
• AWS Panorama の条件キー (p. 1452)

AWS Panorama で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateApp [ア
クセス許可の
み]

AWS Panorama アプリケーショ
ンを作成するアクセス許可を付
与

書き込み

AWS Panorama アプリケーショ
CreateAppDeployment
ンをデプロイするアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

AWS Panorama アプリケーショ
CreateAppVersionンのバージョンを作成するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Panorama Application イン
CreateApplicationInstance
スタンスを作成するためのアク
セス許可を付与

書き込み

AWS Panorama データソースを
CreateDataSource作成するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

AWS Panorama アプリケーショ
CreateDeploymentConfiguration
ンのデプロイを設定するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

CreateInputs
[アクセス許可
のみ]

AWS Panorama Appliance と同
じネットワーク上にカメラのリ
ストを生成するアクセス許可を
付与

書き込み

AWS Panorama Appliance の
CreateJobForDevices
ジョブを作成するためのアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

CreateModel
[アクセス許可
のみ]

書き込み

AWS Panorama に機械学習モデ
ルをインポートするアクセス許
可を付与

AWS Panorama Node を作成す
CreateNodeFromTemplateJob
るためのアクセス許可を付与

aws:TagKeys (p. 1452)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1452)
device* (p. 1451)
aws:TagKeys (p. 1452)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1452)

device* (p. 1451)

aws:TagKeys (p. 1452)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1452)

書き込み

AWS Panorama Package を作成
するためのアクセス許可を付与

書き込み

AWS Panorama Package を作成
CreatePackageImportJob
するためのアクセス許可を付与

書き込み

CreateStreams AWS Panorama Appliance が利
[アクセス許可
用できるストリームのリストを
のみ]
生成するアクセス許可を付与

書き込み

device* (p. 1451)

DeleteApp [ア
クセス許可の
み]

AWS Panorama アプリケーショ
ンを削除するアクセス許可を付
与

書き込み

app* (p. 1451)

AWS Panorama アプリケーショ
DeleteAppVersionンのバージョンを削除するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み

app* (p. 1451)

CreatePackage
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Panorama データソースを
DeleteDataSource削除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

dataSource* (p. 1451)

DeleteDevice
[アクセス許可
のみ]

AWS Panorama Appliance を登
録解除するアクセス許可を付与

書き込み

device* (p. 1451)

DeleteModel
[アクセス許可
のみ]

AWS Panorama から機械学習モ
デルを削除するアクセス許可を
付与

書き込み

model* (p. 1451)

DeletePackage

AWS Panorama Package を削除
するためのアクセス許可を付与

書き込み

package* (p. 1451)

依存アク
ション

AWS Panorama Package バー
DeregisterPackageVersion
ジョンを登録解除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

DescribeApp
[アクセス許可
のみ]

AWS Panorama アプリケーショ
ンの詳細を表示するアクセス許
可を付与

読み込み

AWS Panorama アプリケーショ
DescribeAppDeployment
ンのデプロイの詳細を表示する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

読み込み

AWS Panorama アプリケーショ
DescribeAppVersion
ンのバージョンの詳細を表示す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

app* (p. 1451)

AWS Panorama Application イン
DescribeApplicationInstance
スタンスの詳細を表示するため
のアクセス許可を付与

読み込み

applicationInstance* (p. 1451)

AWS Panorama Application イン
DescribeApplicationInstanceDetails
スタンスの詳細を表示するため
のアクセス許可を付与

読み込み

applicationInstance* (p. 1451)

AWS Panorama のデータソース
DescribeDataSource
の詳細を表示するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

読み込み

dataSource* (p. 1451)

AWS Panorama Appliance の詳
DescribeDevice 細を表示するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

読み込み

device* (p. 1451)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Panorama Appliance の
DescribeDeviceJob
ジョブについて詳細を表示する
[アクセス許可
ためのアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

DescribeModel AWS Panorama で機械学習モデ
[アクセス許可
ルの詳細を表示するアクセス許
のみ]
可を付与

読み込み

DescribeNode

AWS Panorama Node について
の詳細を表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

AWS Panorama Node について
DescribeNodeFromTemplateJob
の詳細を表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

AWS Panorama Package につい
DescribePackage ての詳細を表示するためのアク
セス許可を付与

読み込み

AWS Panorama Package につい
DescribePackageImportJob
ての詳細を表示するためのアク
セス許可を付与

読み込み

AWS Panorama Package のバー
DescribePackageVersion
ジョンに関する詳細を表示する
ためのアクセス許可を付与

読み込み

AWS Panorama Appliance のソ
DescribeSoftware フトウェアバージョンの詳細を
[アクセス許可
表示するアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

AWS Panorama アプリケーショ
GetDeploymentConfiguration
ンのデプロイ設定の詳細を表示
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

GetInputs [ア
クセス許可の
み]

CreateInputsで生成されたカメラ
のリストを取得する許可を付与

読み込み

device* (p. 1451)

GetStreams
[アクセス許可
のみ]

CreateStreams で生成されたス
トリームのリストを取得する許
可を付与

読み込み

device* (p. 1451)

AWS Panorama との通信用に
GetWebSocketURL
WebSocket エンドポイントを生
[アクセス許可
成するアクセス許可を付与
のみ]
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Panorama アプリケーショ
ListAppDeploymentOperations
ンのデプロイのリストを取得す
[アクセス許可
るアクセス許可を付与
のみ]

リスト

AWS Panorama でアプリケー
ListAppVersions ションバージョンのリストを取
[アクセス許可
得するアクセス許可を付与
のみ]

リスト

AWS Panorama でのアプリケー
ListApplicationInstanceDependencies
ションインスタンスの依存関係
に関するリストを取得するため
のアクセス許可を付与

リスト

AWS Panorama のアプリケー
ListApplicationInstanceNodeInstances
ションインスタンスにおいて、
ノードインスタンスに関するリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

リスト

AWS Panorama でのアプリケー
ListApplicationInstances
ションインスタンスに関するリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

リスト

ListApps [アク
セス許可のみ]

リスト

AWS Panorama のアプリケー
ションのリストを取得するアク
セス許可を付与

AWS Panorama のデータソース
ListDataSources のリストを取得するアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

リスト

AWS Panorama のデプロイ設定
ListDeploymentConfigurations
のリストを取得するアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

リスト

ListDevices [ア AWS Panorama のアプライアン
クセス許可の
スのリストを取得するアクセス
み]
許可を付与

リスト

AWS Panorama Appliance の
ListDevicesJobs ジョブのリストを取得するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

リスト

ListModels [ア
クセス許可の
み]

リスト

AWS Panorama のモデルのリス
トを取得するアクセス許可を付
与

1449

app* (p. 1451)

device* (p. 1451)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Panorama

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Panorama Appliance での
ListNodeFromTemplateJobs
Nodes のリストを取得するため
のアクセス許可を付与

リスト

ListNodes

AWS Panorama でのノードのリ
ストを取得するためのアクセス
許可を付与

リスト

AWS Panorama でのパッケージ
ListPackageImportJobs
のリストを取得するためのアク
セス許可を付与

リスト

ListPackages

リスト

AWS Panorama でのパッケージ
のリストを取得するためのアク
セス許可を付与

AWS Panorama のリソースのタ
ListTagsForResource
グのリストを取得するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

読み込み

依存アク
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app (p. 1451)
dataSource (p. 1451)
device (p. 1451)
model (p. 1451)

AWS Panorama Appliance を登
ProvisionDevice 録するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

AWS Panorama Package のバー
RegisterPackageVersion
ジョンを登録するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

AWS Panorama Application イン
RemoveApplicationInstance
スタンスを削除するためのアク
セス許可を付与

書き込み

applicationInstance* (p. 1451)

TagResource
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

app (p. 1451)

AWS Panorama のリソースにタ
グを追加するアクセス許可を付
与

aws:TagKeys (p. 1452)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1452)

dataSource (p. 1451)
device (p. 1451)
model (p. 1451)
aws:TagKeys (p. 1452)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1452)

AWS Panorama のリソースから
UntagResource タグを削除するアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

タグ付け

app (p. 1451)
dataSource (p. 1451)
device (p. 1451)
model (p. 1451)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
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aws:TagKeys (p. 1452)
UpdateApp [ア
クセス許可の
み]

AWS Panorama アプリケーショ
ンを変更するアクセス許可を付
与

書き込み

app* (p. 1451)

AWS Panorama アプリケーショ
UpdateAppConfiguration
ンのバージョン固有の設定を変
[アクセス許可
更するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

app* (p. 1451)

AWS Panorama データソースを
UpdateDataSource
変更するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

dataSource* (p. 1451)

AWS Panorama Appliance の基
UpdateDeviceMetadata
本設定を変更するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

AWS Panorama で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1445)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

device

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:device/${DeviceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

package

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:package/${PackageId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
applicationInstance
${Account}:applicationInstance/
${ApplicationInstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

dataSource

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:dataSource/${DeviceId}/
${DataSourceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

model

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:model/${ModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

app

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:app/${AppName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1452)

appVersion

arn:${Partition}:panorama:${Region}:
${Account}:app/${AppName}:${AppVersion}
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AWS Panorama の条件キー
AWS Panorama では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Performance Insights のアクション、リソース、
および条件キー
AWS Performance Insights (サービスプレフィックス: pi) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Performance Insights で定義されるアクション (p. 1452)
• AWS Performance Insights で定義されるリソースタイプ (p. 1453)
• AWS Performance Insights の条件キー (p. 1454)

AWS Performance Insights で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の期間にメトリクスの上位
DescribeDimensionKeys
N 個のディメンションキーを取
得する DescribeDimensionKeys
API を呼び出す許可を付与

読み取り

metricresource* (p. 1453)

指定のディメンショング
GetDimensionKeyDetails
ループの属性を取得する
GetDimensionKeyDetails API を
呼び出す許可を付与

読み取り

metricresource* (p. 1453)

各種機能のメタデータを取得す
GetResourceMetadata
る GetResourceMetadata API を
呼び出す許可を付与

読み取り

metricresource* (p. 1453)

一定期間中に一連のデータソー
GetResourceMetrics
スの PI メトリクスを取得する
GetResourceMetrics API を呼び
出す許可を付与

読み取り

metricresource* (p. 1453)

指定された DB インスタンス
読み取り
ListAvailableResourceDimensions
の指定された各メトリクス
タイプに対してクエリ可能な
ディメンションを取得する
ListAvailableResourceDimensions
API を呼び出す許可を付与

metricresource* (p. 1453)

指定された DB インスタンスに
ListAvailableResourceMetrics
対してクエリ可能な指定された
タイプのメトリクスを取得する
ListAvailableResourceMetrics
API を呼び出す許可を付与

metricresource* (p. 1453)

読み取り

依存アク
ション

AWS Performance Insights で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1452)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
metricresource

条件キー

arn:${Partition}:pi:${Region}:
${Account}:metrics/${ServiceType}/
${Identifier}
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AWS Performance Insights の条件キー
Performance Insights には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコ
ンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストに
ついては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Personalize のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon Personalize (サービスプレフィックス: personalize) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Personalize で定義されるアクション (p. 1454)
• Amazon Personalize で定義されるリソースタイプ (p. 1458)
• Amazon Personalize の条件キー (p. 1459)

Amazon Personalize で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

バッチ推論ジョブを作成する許
CreateBatchInferenceJob
可を付与

書き込み

batchInferenceJob* (p. 1459)

バッチセグメントジョブを作成
CreateBatchSegmentJob
するためのアクセス許可を付与
します。

書き込み

batchSegmentJob* (p. 1459)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

キャンペーンを作成する許可を
CreateCampaign 付与

Write

campaign* (p. 1459)

CreateDataset

データセットを作成する許可を
付与

書き込み

dataset* (p. 1458)

データセットエクスポートジョ
CreateDatasetExportJob
ブを作成する許可を付与

書き込み

datasetExportJob* (p. 1458)

データセットグループを無効に
CreateDatasetGroup
する権限を付与します

書き込み

datasetGroup* (p. 1458)

データセットインポートジョブ
CreateDatasetImportJob
を作成する権限を付与します

Write

datasetImportJob* (p. 1458)

イベントトラッカーを作成する
CreateEventTracker
許可を付与

Write

eventTracker* (p. 1459)

CreateFilter

フィルターを作成する許可を付
与

書き込み

filter* (p. 1459)

レコメンダーを作成する許可を
CreateRecommender
付与します。

書き込み

recommender* (p. 1459)

CreateSchema スキーマを作成する許可を付与

Write

schema* (p. 1458)

CreateSolution

ソリューションを作成する許可
を付与

Write

solution* (p. 1459)

ソリューションバージョンを作
CreateSolutionVersion
成する許可を付与

Write

solution* (p. 1459)

キャンペーンを削除する許可を
DeleteCampaign 付与

Write

campaign* (p. 1459)

DeleteDataset

書き込み

dataset* (p. 1458)

データセットグループを削除す
DeleteDatasetGroup
る権限を付与します

Write

datasetGroup* (p. 1458)

イベントトラッカーを削除する
DeleteEventTracker
許可を付与

Write

eventTracker* (p. 1459)

DeleteFilter

フィルターを削除する許可を付
与

書き込み

filter* (p. 1459)

レコメンダーを削除する権限を
DeleteRecommender
付与します。

書き込み

recommender* (p. 1459)

DeleteSchema

スキーマを削除する許可を付与

Write

schema* (p. 1458)

DeleteSolution

ソリューションのすべてのバー
ジョンを含むソリューションを
削除する許可を付与

Write

solution* (p. 1459)

データセットを削除する許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アルゴリズムを記述する許可を
DescribeAlgorithm付与

Read

algorithm* (p. 1459)

バッチ推論ジョブを記述する許
DescribeBatchInferenceJob
可を付与

読み取り

batchInferenceJob* (p. 1459)

バッチセグメントジョブを記述
DescribeBatchSegmentJob
するアクセス権限を付与しま
す。

読み取り

batchSegmentJob* (p. 1459)

キャンペーンを記述する許可を
DescribeCampaign
付与

Read

campaign* (p. 1459)

データセットを記述する権限を
DescribeDataset 付与します

読み取り

dataset* (p. 1458)

データセットエクスポートジョ
DescribeDatasetExportJob
ブを記述する許可を付与

読み取り

datasetExportJob* (p. 1458)

データセットグループを記述す
DescribeDatasetGroup
る権限を付与します

読み込み

datasetGroup* (p. 1458)

データセットインポートジョブ
DescribeDatasetImportJob
を記述する権限を付与します

Read

datasetImportJob* (p. 1458)

イベントトラッカーを記述する
DescribeEventTracker
許可を付与

Read

eventTracker* (p. 1459)

機能変換を記述する許可を付与
DescribeFeatureTransformation

Read

featureTransformation* (p. 1458)

DescribeFilter

フィルターを記述する許可を付
与

Read

filter* (p. 1459)

レシピを記述する許可を付与

読み取り

recipe* (p. 1459)

読み取り

recommender* (p. 1459)

スキーマを記述する許可を付与

Read

schema* (p. 1458)

ソリューションを記述する許可
DescribeSolution を付与

Read

solution* (p. 1459)

ソリューションのバージョンを
DescribeSolutionVersion
記述する許可を付与

Read

solution* (p. 1459)

推奨事項の再ランクリストを取
GetPersonalizedRanking
得するためのアクセス許可を付
与します

Read

campaign* (p. 1459)

キャンペーンから推奨事項のリ
GetRecommendations
ストを取得するためのアクセス
許可を付与します

Read

campaign* (p. 1459)

DescribeRecipe

レコメンダーを記述するアクセ
DescribeRecommender
ス権限を付与します。
DescribeSchema

1456

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Personalize

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ソリューションバージョンのメ
GetSolutionMetrics
トリクスを取得するためのアク
セス許可を付与します

Read

バッチ推論ジョブを一覧表示す
ListBatchInferenceJobs
る許可を付与

リスト

バッチセグメントジョブを一覧
ListBatchSegmentJobs
表示する許可を付与します。

リスト

ListCampaigns

キャンペーンを一覧表示する許
可を付与

リスト

すべてのデータセットエクス
ListDatasetExportJobs
ポートジョブを一覧表示する許
可を付与

リスト

データセットグループを一覧表
ListDatasetGroups示する許可を付与

リスト

すべてのデータセットインポー
ListDatasetImportJobs
トジョブを一覧表示する許可を
付与

リスト

ListDatasets

データセットを一覧表示する許
可を付与

リスト

イベントトラッカーを一覧表示
ListEventTrackersする許可を付与

リスト

ListFilters

フィルターを一覧表示する許可
を付与

リスト

ListRecipes

レシピを一覧表示する許可を付
与

リスト

レコメンダーを一覧表示するア
ListRecommenders
クセス許可を付与します。

リスト

ListSchemas

スキーマを一覧表示する許可を
付与

リスト

ソリューションのバージョンを
ListSolutionVersions
一覧表示する許可を付与

リスト

ListSolutions

ソリューションを一覧表示する
許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

リスト

PutEvents

リアルタイムイベントデータを
入力する許可を付与

Write

eventTracker* (p. 1459)

PutItems

アイテムデータを取り込むアク
セス許可を付与します

Write

dataset* (p. 1458)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutUsers

ユーザーデータを取り込むアク
セス許可を付与します

書き込み

dataset* (p. 1458)

レコメンダーを開始する権限を
StartRecommender
付与する

書き込み

recommender* (p. 1459)

レコメンダーを停止する権限を
StopRecommender
付与する

書き込み

recommender* (p. 1459)

ソリューションバージョンの作
StopSolutionVersionCreation
成を停止する許可を付与

書き込み

solution* (p. 1459)

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

キャンペーンを更新する許可を
UpdateCampaign 付与

書き込み

campaign* (p. 1459)

レコメンダーを更新するアクセ
UpdateRecommender
ス許可を付与します。

書き込み

recommender* (p. 1459)

依存アク
ション

Amazon Personalize で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1454)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
schema

条件キー

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:schema/${ResourceId}

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
featureTransformation
${Account}:feature-transformation/
${ResourceId}
dataset

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:dataset/${ResourceId}

datasetGroup

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:dataset-group/${ResourceId}

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
datasetImportJob ${Account}:dataset-import-job/${ResourceId}
arn:${Partition}:personalize:${Region}:
datasetExportJob ${Account}:dataset-export-job/${ResourceId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

solution

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:solution/${ResourceId}

campaign

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:campaign/${ResourceId}

eventTracker

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:event-tracker/${ResourceId}

recipe

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:recipe/${ResourceId}

algorithm

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:algorithm/${ResourceId}

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
batchInferenceJob${Account}:batch-inference-job/${ResourceId}
filter

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:filter/${ResourceId}

recommender

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
${Account}:recommender/${ResourceId}

arn:${Partition}:personalize:${Region}:
batchSegmentJob${Account}:batch-segment-job/${ResourceId}

Amazon Personalize の条件キー
Personalize には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Pinpoint のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Pinpoint (サービスプレフィックス: mobiletargeting) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Pinpoint で定義されるアクション (p. 1460)
• Amazon Pinpoint で定義されるリソースタイプ (p. 1471)
• Amazon Pinpoint の条件キー (p. 1472)
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Amazon Pinpoint で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateApp

アプリケーションを作成する許
可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

アプリケーションのキャンペー
CreateCampaign ンを作成する許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

E メールテンプレートを作成する 書き込み
CreateEmailTemplate
許可を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

エンドポイントの定義を Amazon 書き込み
CreateExportJob S3 にエクスポートするためのエ
クスポートジョブを作成する許
可を付与します。

apps* (p. 1471)

エンドポイント定義をインポー
CreateImportJob トしてセグメントを作成する許
可を付与します。

apps* (p. 1471)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インアプリメッセージテンプ
CreateInAppTemplate
レートを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

CreateJourney

アプリケーション のジャーニー
を作成するためのアクセス許可
を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

プッシュ通知テンプレートを作
CreatePushTemplate
成するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

推奨モデル用の Amazon Pinpoint
CreateRecommenderConfiguration
設定を作成する許可を付与しま
す。

書き込み

アプリケーションによって
書き込み
CreateSegment Pinpoint に報告されたエンドポ
イントデータに基づくセグメ
ントを作成する許可を付与し
ます。ユーザーが Pinpoint の
外部からエンドポイントデー
タをインポートしてセグメン
トを作成することを許可するに
は、mobiletargeting:CreateImportJob
アクションを許可します。
SMSメッセージテンプレートを
CreateSmsTemplate
作成する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

ボイスメッセージテンプレート
CreateVoiceTemplate
を作成する許可を付与します。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションの ADM チャネ
DeleteAdmChannel
ルを削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN チャネ
DeleteApnsChannel
ルを削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

appの APN サンドボックスチャ
DeleteApnsSandboxChannel
ネルを削除する許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN VoIP
DeleteApnsVoipChannel
チャネルを削除するアクセス許
可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN VoIP
DeleteApnsVoipSandboxChannel
サンドボックスチャネルを削除
する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

DeleteApp

特定のキャンペーンを削除する
許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの Baidu チャ
DeleteBaiduChannel
ネルを削除するアクセス許可を
付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

特定のキャンペーンを削除する
DeleteCampaign 許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの電子メール
DeleteEmailChannel
チャネルを削除するアクセス許
可を付与します。

書き込み

campaigns* (p. 1471)

E メールテンプレートもしくは E 書き込み
DeleteEmailTemplate
メールテンプレートバージョン
を削除する許可を付与します。

apps* (p. 1471)

templates* (p. 1471)

エンドポイントを削除する許可
を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションのイベントス
DeleteEventStream
トリームを削除するアクセス許
可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの GCM チャネ 書き込み
DeleteGcmChannel
ルを削除するアクセス許可を付
与します。

apps* (p. 1471)

インアプリメッセージテンプ
DeleteInAppTemplate
レートまたはインアプリメッ
セージテンプレートバージョン
を削除する許可を付与

templates* (p. 1471)

DeleteEndpoint
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteJourney

特定のジャーニーを削除するア
クセス許可を付与します。

書き込み

プッシュ通知テンプレートもし
DeletePushTemplate
くはプッシュ通知テンプレート
バージョンを削除する許可を付
与します。

書き込み

templates* (p. 1471)

推奨モデルの Amazon Pinpoint
DeleteRecommenderConfiguration
設定を削除する許可を付与しま
す。

書き込み

recommenders* (p. 1471)

特定のセグメントを削除するア
クセス許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

DeleteSegment

apps* (p. 1471)
journeys* (p. 1471)

segments* (p. 1471)

アプリケーションの SMS チャネ
DeleteSmsChannel
ルを削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

SMS メッセージテンプレートも
DeleteSmsTemplate
しくは SMS メッセージテンプ
レートバージョンを削除する許
可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)

ユーザー ID に関連付けられてい
DeleteUserEndpoints
るすべてのエンドポイントを削
除する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの音声チャネ
DeleteVoiceChannel
ルを削除するアクセス許可を付
与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

ボイスメッセージテンプレート
DeleteVoiceTemplate
もしくはボイスメッセージテン
プレートバージョンを削除する
許可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)

アプリケーションの Amazon
GetAdmChannel Device Messaging (ADM) チャネ
ルに関する情報を取得する許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN チャネ
GetApnsChannel ルについての情報を取得する許
可を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN サンド
GetApnsSandboxChannel
ボックスチャネルに関する情報
を取得する許可を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの APN VoIP
GetApnsVoipChannel
チャネルに関する情報を取得す
る許可を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションの APN VoIP
GetApnsVoipSandboxChannel
サンドボックスチャネルに関す
る情報を取得する許可を付与し
ます。

読み込み

apps* (p. 1471)

GetApp

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションに適用される
GetApplicationDateRangeKpi
標準的なメトリクスの事前集計
データを取得 (クエリ) する許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーシのデフォルト設定
GetApplicationSettings
を取得するアクセス許可を付与
します。

リスト

apps* (p. 1471)

GetApps

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーシの Baidu チャンネ
GetBaiduChannel ルに関する情報を取得する許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

GetCampaign

読み込み

apps* (p. 1471)

Amazon Pinpoint アカウントのア
プリケーシに関する情報を取得
する許可を付与します。

Amazon Pinpoint アカウント内の
アプリケーシのリストを取得す
る許可を付与します。

特定のキャンペーンについての
情報を返すアクセス許可を付与
します。

campaigns* (p. 1471)

キャンペーンによって実行され
GetCampaignActivities
たアクティビティに関する情報
を取得する許可を付与します。

リスト

キャンペーンに適用される標準
GetCampaignDateRangeKpi
的なメトリクスの事前集計デー
タを取得 (クエリ) する許可を付
与します。

読み込み

特定のキャンペーンのバージョ
GetCampaignVersion
ンに関する情報を取得する許可
を付与します。

読み込み

現在および以前のキャンペーン
GetCampaignVersions
のバージョンに関する情報を取
得する許可を付与します。

リスト

GetCampaigns アプリケーシのすべてのキャン
ペーンに関する情報を取得する
許可を付与します。

リスト

apps* (p. 1471)

GetChannels

リスト

apps* (p. 1471)

アプリケーシのすべてのチャネ
ル情報を取得するアクセス許可
を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーシの E メールチャネ
GetEmailChannel ルに関する情報を取得する許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

E メールテンプレートの特定の
GetEmailTemplateバージョンもしくはアクティブ
バージョンに関する情報を取得
する許可を付与します。

読み込み

templates* (p. 1471)

GetEndpoint

特定のエンドポイントについて
の情報を取得するアクセス許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーシのイベントスト
GetEventStream リームに関する情報を取得する
許可を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

GetExportJob

特定のエクスポートジョブに関
する情報を取得する許可を付与
します。

読み込み

apps* (p. 1471)

GetExportJobs

アプリケーシのすべてのエクス
ポートジョブのリストを取得す
る許可を付与します。

リスト

apps* (p. 1471)

アプリケーシの GCM チャネルに 読み込み
GetGcmChannel ついての情報を取得する許可を
付与します。

apps* (p. 1471)

GetImportJob

特定のインポートジョブについ
ての情報を返すアクセス許可を
付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

GetImportJobs

アプリケーシのすべてのイン
ポートジョブに関する情報を取
得する許可を付与します。

リスト

apps* (p. 1471)

指定されたエンドポイント ID の
GetInAppMessages
アプリ内メッセージを取得する
権限を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

インアプリメッセージテンプ
GetInAppTemplateレートの特定のバージョンもし
くはアクティブバージョンに関
する情報を取得する許可を付与

読み込み

templates* (p. 1471)

GetJourney

読み込み

apps* (p. 1471)

特定のジャーニーについての情
報を取得するアクセス許可を付
与します。

ジャーニーに適用される標準的
読み込み
GetJourneyDateRangeKpi
なエンゲージメントメトリクス
の事前集計データを取得 (クエリ)
する許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ジャーニーアクティビティに適
GetJourneyExecutionActivityMetrics
用される標準的な実行メトリク
スの事前集計データを取得 (クエ
リ)する許可を付与します。

読み込み

ジャーニーに適用される標準的
GetJourneyExecutionMetrics
な実行メトリクスの事前集計
データを取得 (クエリ) する許可
を付与します。

読み込み

プッシュ通知テンプレートの特
GetPushTemplate定のバージョンもしくはアク
ティブバージョンに関する情報
を取得する許可を付与します。

読み込み

templates* (p. 1471)

推奨モデルの Amazon Pinpoint
GetRecommenderConfiguration
設定に関する情報を取得する許
可を付与します。

読み込み

recommenders* (p. 1471)

Amazon Pinpoint アカウントに関
GetRecommenderConfigurations
連付けられているすべての推奨
モデルの設定に関する情報を取
得する許可を付与します。

リスト

GetReports

mobiletargeting:GetReports の許
可を付与

読み込み

GetSegment

特定のセグメントについての情
報を取得するアクセス許可を付
与します。

読み込み

journeys* (p. 1471)

apps* (p. 1471)
segments* (p. 1471)

リスト

エンドポイント定義をインポー
GetSegmentImportJobs
トしてセグメントを作成する
ジョブに関する情報を取得する
許可を付与します。

リスト

特定のセグメントバージョンに
GetSegmentVersion
関する情報を取得する許可を付
与します。

読み込み

現在および以前のセグメントの
GetSegmentVersions
バージョンに関する情報を取得
する許可を付与します。

リスト

GetSegments

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーシの SMS チャネルに
GetSmsChannel 関する情報を取得する許可を付
与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

SMS メッセージテンプレートの
GetSmsTemplate 特定のバージョンもしくはアク
ティブバージョンに関する情報
を取得する許可を付与します。

読み込み

templates* (p. 1471)

ユーザー ID に関連付けられてい
GetUserEndpointsるエンドポイントに関する情報
を取得する許可を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの音声チャネ
GetVoiceChannel ルに関する情報を取得する許可
を付与します。

読み込み

apps* (p. 1471)

ボイスメッセージテンプレート
GetVoiceTemplateの特定のバージョンもしくは
アクティブバージョンに関する
情報を取得する許可を付与しま
す。

読み込み

templates* (p. 1471)

ListJourneys

リスト

apps* (p. 1471)

読み込み

apps (p. 1471)

アプリケーションのすべての
ジャーニーに関する情報を取得
する許可を付与します。

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

campaigns (p. 1471)
segments (p. 1471)

特定のテンプレートに関するす
ListTemplateVersions
べてのバージョンを取得する許
可を付与します。

リスト

templates* (p. 1471)

ListTemplates

リスト

templates* (p. 1471)

電話番号のメタデータを取得
PhoneNumberValidate
する許可を付与します。たとえ
ば、番号のタイプ (携帯電話、固
定電話、VoIP)、場所およびプロ
バイダーなどです。

読み込み

phonenumbervalidate* (p. 1471)

アプリケーションのイベントス
PutEventStream トリームを作成または更新する
許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

PutEvents

書き込み

apps* (p. 1471)

クエリしたテンプレートに関す
るメタデータを取得する許可を
付与します。

アプリケーションのイベントタ
イプを作成または更新する許可
を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションの属性を削除
RemoveAttributesするアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

特定のエンドポイントに SMS
メッセージもしくはプッシュ
通知を送信する許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションのユーザーに
SendOTPMessage
OTP コードを送信する許可を付
与

書き込み

apps* (p. 1471)

特定のユーザー ID に関連付け
SendUsersMessages
られているすべてのエンドポイ
ントに、SMS メッセージまたは
プッシュ通知を送信する許可を
付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

TagResource

タグ付け

apps (p. 1471)

SendMessages

リソースにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

campaigns (p. 1471)
segments (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

apps (p. 1471)
campaigns (p. 1471)
segments (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

アプリケーションの Amazon
UpdateAdmChannel
Device Messaging (ADM) チャ
ネルを更新する許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの Apple Push
UpdateApnsChannel
Notification Service (APNS) チャ
ネルを更新する許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの Apple Push
UpdateApnsSandboxChannel
Notification Service (APNS) サン
ドボックスチャネルを更新する
許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

1468

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Pinpoint

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションの Apple Push
UpdateApnsVoipChannel
Notification Service (APNS) VoIP
チャネルを更新する許可を付与
します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーションの Apple Push
UpdateApnsVoipSandboxChannel
Notification Service (APNS) VoIP
サンドボックスチャネルを更新
する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーシのデフォルト設定
UpdateApplicationSettings
の詳細を更新する権限を付与し
ます。

書き込み

apps* (p. 1471)

アプリケーシのBaiduチャンネル
UpdateBaiduChannel
を更新する権限を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

特定されたキャンペーンを更新
UpdateCampaign する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

依存アク
ション

campaigns* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

アプリケーシのEメールチャン
UpdateEmailChannel
ネルを更新する権限を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)

同じバージョンで特定の E メー
UpdateEmailTemplate
ルテンプレートを更新するか、
新しいバージョンを生成する許
可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

エンドポイントの作成またはエ
UpdateEndpoint ンドポイントの情報を更新する
アクセス許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

バッチオペレーションとしてエ
UpdateEndpointsBatch
ンドポイントを作成または更新
する許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)

Firebase Cloud Messaging
UpdateGcmChannel
(FCM) もしくは Google Cloud
Messaging (GCM) の API キーを
更新して、Android アプリにプッ
シュ通知を送信する許可を付与
します。

書き込み

apps* (p. 1471)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

同じバージョンで特定のインア
UpdateInAppTemplate
プリメッセージテンプレートを
更新するか、新しいバージョン
を生成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

templates* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

UpdateJourney

特定のジャーニーを更新するア
クセス許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)
journeys* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

特定のジャーニーステートを更
UpdateJourneyState
新するアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

apps* (p. 1471)
journeys* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

同じバージョンで特定のプッ
UpdatePushTemplate
シュ通知テンプレートを更新す
るか、新しいバージョンを生成
する許可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

推奨モデルの Amazon Pinpoint
UpdateRecommenderConfiguration
設定を更新する許可を付与しま
す。

書き込み

recommenders* (p. 1471)

特定のセグメントを更新するア
UpdateSegment クセス許可を付与します。

書き込み

apps* (p. 1471)
segments* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

アプリケーシのSMSチャンネル
UpdateSmsChannel
の詳細を更新する権限を付与し
ます。

書き込み

apps* (p. 1471)

同じバージョンで特定の SMS
UpdateSmsTemplate
メッセージテンプレートを更新
するか、新しいバージョンを生
成する許可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のテンプレートのアクティ
UpdateTemplateActiveVersion
ブバージョンパラメータを更新
する許可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)

アプリケーシの音声チャンネル
UpdateVoiceChannel
の詳細を更新する権限を付与し
ます。

書き込み

apps* (p. 1471)

同じバージョンで特定のボイス
UpdateVoiceTemplate
メッセージテンプレートを更新
するか、新しいバージョンを生
成する許可を付与します。

書き込み

templates* (p. 1471)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1472)
aws:TagKeys (p. 1472)

ワンタイムパスワード (OTP) の
VerifyOTPMessage
有効性を確認する許可を付与

書き込み

apps* (p. 1471)

Amazon Pinpoint で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1460)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

apps

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

campaigns

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/campaigns/
${CampaignId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

journeys

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/journeys/
${JourneyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

segments

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:apps/${AppId}/segments/
${SegmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

templates

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:templates/${TemplateName}/
${ChannelType}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1472)

recommenders arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:recommenders/${RecommenderId}
phonenumbervalidate

arn:${Partition}:mobiletargeting:${Region}:
${Account}:phone/number/validate
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Amazon Pinpoint の条件キー
Amazon Pinpoint では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

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

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

ユーザーが Pinpoint サービスに対して行うリクエストに含ま
れるすべてのタグキー名のリストでアクセスをフィルタリン
グします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Pinpoint Email Service のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Pinpoint Email Service (サービスプレフィックス: ses) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Pinpoint Email Service で定義されるアクション (p. 1472)
• Amazon Pinpoint Email Service で定義されるリソースタイプ (p. 1478)
• Amazon Pinpoint Email Service の条件キー (p. 1479)

Amazon Pinpoint Email Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

設定セットを作成する許可を付
CreateConfigurationSet
与

書き込み

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1479)

設定セットイベントの宛先を作
CreateConfigurationSetEventDestination
成する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

専用 IP アドレスの新しいプール
CreateDedicatedIpPool
を作成する許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1479)

新しい予測受信箱配置テストを
CreateDeliverabilityTestReport
作成する許可を付与

書き込み

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1479)

E メール ID の検証プロセスを開
CreateEmailIdentity
始する許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1479)

既存の設定セットを削除する許
DeleteConfigurationSet
可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

イベントの送信先を削除するア
DeleteConfigurationSetEventDestination
クセス権限を付与します

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)
専用 IP プールを削除する許可を
DeleteDedicatedIpPool
付与

書き込み

dedicatedippool* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

以前に検証した E メール ID を削
DeleteEmailIdentity
除する許可を付与

書き込み

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

GetAccount

E メールの送信ステータスと機能 読み込み
に関する情報を取得するための
アクセス許可を付与します

専用 IP アドレスが表示される拒
GetBlacklistReports
否リストの一覧を取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

既存の設定セットに関する情報
GetConfigurationSet
を取得するためのアクセス許可
を付与します

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

ses:ApiVersion (p. 1479)

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

設定セットに関連付けられてい
GetConfigurationSetEventDestinations
るイベント送信先のリストを取
得する許可を付与

読み込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

専用 IP アドレスに関する情報を
GetDedicatedIp 取得するためのアクセス許可を
付与します

読み込み

アカウントに関連付けられてい
GetDedicatedIps る専用 IP アドレスを一覧表示す
る許可を付与

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

dedicatedippool* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

配信性能ダッシュボードのス
GetDeliverabilityDashboardOptions
テータスを取得するためのアク
セス許可を付与します

読み込み

受信箱配置の予測テストの結果
GetDeliverabilityTestReport
を取得するためのアクセス許可
を付与します

読み込み

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1479)

deliverabilitytestreport* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

特定のキャンペーンのすべての
GetDomainDeliverabilityCampaign
配信性能データを取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

E メールの送信に使用するドメイ 読み込み
GetDomainStatisticsReport
ンの受信箱配置とエンゲージメ
ント率を取得する許可を付与

ses:ApiVersion (p. 1479)

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

アカウントに関連付けられた特
GetEmailIdentity 定の ID に関する情報を取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す

読み込み

アカウントに関連付けられてい
ListConfigurationSets
るすべての設定セットを一覧表
示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1479)

アカウント内に存在するすべて
ListDedicatedIpPools
の専用 IP プールを一覧表示する
許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1479)

ステータスに関係なく、実行し
ListDeliverabilityTestReports
た受信箱配置の予測テストのリ
ストを取得する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1479)

指定した期間内に特定のドメイ
ListDomainDeliverabilityCampaigns
ンを使用して E メールを送信し
たすべてのキャンペーンの配信
性能データを取得するためのア
クセス許可を付与します

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

アカウントに関連付けられてい
ListEmailIdentitiesるすべての E メール ID の一覧を
表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1479)

特定のリソースに関連付けられ
ListTagsForResource
ているタグ (キーと値) のリスト
を取得する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dedicatedippool (p. 1478)
deliverabilitytestreport (p. 1478)
identity (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
専用 IP アドレスの自動ウォーム
PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes
アップ機能を有効または無効に
する許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

アカウントの E メール送信機能
PutAccountSendingAttributes
を有効または無効にする許可を
付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

設定セットを専用 IP プールに関
PutConfigurationSetDeliveryOptions
連付けるアクセス許可を付与し
ます

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

特定の設定セットを使用して送
PutConfigurationSetReputationOptions
信する E メールの評価メトリク
スの収集を有効または無効にす
る許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

特定の設定セットを使用する
PutConfigurationSetSendingOptions
メッセージの E メール送信を有
効または無効にする許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

特定の設定セットを使用して送
PutConfigurationSetTrackingOptions
信する E メールの開封とクリッ
クの追跡要素に使用するカスタ
ムドメインを指定する許可を付
与

書き込み

専用 IP アドレスを既存の専用 IP
PutDedicatedIpInPool
プールに移動する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)
専用 IP ウォームアップ属性を有
PutDedicatedIpWarmupAttributes
効にする許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

配信性能ダッシュボードを有効
PutDeliverabilityDashboardOption
または無効にする許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1479)

E メール ID の DKIM 認証を有効
PutEmailIdentityDkimAttributes
または無効にする許可を付与

書き込み

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

ID のフィードバック転送を有効
PutEmailIdentityFeedbackAttributes
または無効にする許可を付与

書き込み

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

E メール ID のカスタム MAIL
PutEmailIdentityMailFromAttributes
FROM ドメイン設定を有効また
は無効にする許可を付与

書き込み

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

SendEmail

E メールメッセージを送信する許 書き込み
可を付与

identity* (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
ses:FeedbackAddress (p. 1479)
ses:FromAddress (p. 1479)
ses:FromDisplayName (p. 1479)
ses:Recipients (p. 1479)

TagResource

指定したリソースに 1 つ以上の
タグ (キーと値) を追加する許可
を付与

タグ付け

configurationset (p. 1478)
dedicatedippool (p. 1478)
deliverabilitytestreport (p. 1478)
identity (p. 1479)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1479)
指定したリソースから 1 つ以上
UntagResource のタグ (キーと値) を削除する許
可を付与

タグ付け

configurationset (p. 1478)
dedicatedippool (p. 1478)
deliverabilitytestreport (p. 1478)
identity (p. 1479)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:TagKeys (p. 1479)

設定セットのイベント送信先の
UpdateConfigurationSetEventDestination
設定を更新する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1478)
ses:ApiVersion (p. 1479)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

Amazon Pinpoint Email Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1472)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

configurationset

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:configuration-set/
${ConfigurationSetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

dedicated-ippool

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:dedicated-ip-pool/
${DedicatedIPPool}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

deliverabilitytest-report

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:deliverability-test-report/
${ReportId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)
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リソースタイプ ARN

条件キー

identity

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1479)

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:identity/${IdentityName}

Amazon Pinpoint Email Service の条件キー
Amazon Pinpoint Email Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

ses:ApiVersion

SES API バージョンに基づいてアクションをフィルタリング

文字列

E メールフィードバック転送によって送信されたバウンスお
ses:FeedbackAddressよび苦情の場所を指定する「リターンパス」アドレスに基づ
くアクションをフィルタリングします

文字列

ses:FromAddress

メッセージの「From」アドレスに基づいてアクションをフィ
ルタリングします

文字列

メッセージの表示名として使用される「From」アドレスに基
ses:FromDisplayName
づいてアクションをフィルタリングします

文字列

ses:Recipients

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}

「To」、「CC」、「BCC」アドレスを含むメッセージの受
取人アドレスに基づくアクションをフィルタリングします

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Pinpoint SMS and Voice Service (サービスプレフィックス: sms-voice) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• Amazon Pinpoint SMS and Voice Service で定義されるアクション (p. 1480)
• Amazon Pinpoint SMS and Voice Service で定義されるリソースタイプ (p. 1481)
• Amazon Pinpoint SMS and Voice Service の条件キー (p. 1481)

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい設定セットを作成しま
CreateConfigurationSet
す。設定セットを作成したら、
そのセットに 1 つ以上のイベン
ト送信先を追加できます。

Write

設定セット内に新しいイベント
CreateConfigurationSetEventDestination
送信先を作成します。

Write

既存の設定セットを削除しま
DeleteConfigurationSet
す。

Write

設定セットに含まれるイベント
DeleteConfigurationSetEventDestination
送信先を削除します。

Write

報告されるイベントのタイプ、
GetConfigurationSetEventDestinations
送信先の Amazon リソースネー
ム (ARN)、イベント送信先の名
前など、イベント送信先に関す
る情報を取得します。

Read

設定セットのリストを返しま
ListConfigurationSets
す。このオペレーションは、現
在の AWS リージョン に存在
するアカウントに関連付けられ
ている設定セットのみを返しま
す。

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい音声メッセージを作成
SendVoiceMessage
し、受信者の電話番号に送信し
ます。

依存アク
ション

Write

設定セットに含まれるイベント
Write
UpdateConfigurationSetEventDestination
送信先を更新します。イベン
ト送信先は、音声通話に関する
情報を公開する先です。たとえ
ば、通話が失敗したときにイベ
ントを Amazon CloudWatch 送信
先に記録できます。

iam:PassRole

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service で定義されるリソース
タイプ
Amazon Pinpoint SMS and Voice Service は、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソー
ス ARN の指定をサポートしていません。Amazon Pinpoint SMS and Voice Service へのアクセスを許可す
るには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon Pinpoint SMS and Voice Service の条件キー
Pinpoint SMS Voice には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコン
テキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストにつ
いては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Pinpoint SMS Voice V2 のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Pinpoint SMS Voice V2 (サービスプレフィックス: sms-voice) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Pinpoint SMS Voice V2 で定義されるアクション (p. 1481)
• Amazon Pinpoint SMS Voice V2 で定義されるリソースタイプ (p. 1486)
• Amazon Pinpoint SMS Voice V2 の条件キー (p. 1486)

Amazon Pinpoint SMS Voice V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

発信元の電話番号または送信者
AssociateOriginationIdentity
ID をプールに関連付けるアクセ
ス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

Pool* (p. 1486)
PhoneNumber (p. 1486)
SenderId (p. 1486)

設定セットを作成する許可を付
CreateConfigurationSet
与

書き込み

aws:RequestTag/
sms${TagKey} (p.voice:TagResource
1486)
aws:TagKeys (p. 1486)

設定セット内のイベントの宛先
CreateEventDestination
を作成するアクセス許可を付与
します

書き込み

オプトアウトリストを作成する
CreateOptOutList アクセス許可を付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)iam:PassRole

aws:RequestTag/
sms${TagKey} (p.voice:TagResource
1486)
aws:TagKeys (p. 1486)

CreatePool

プールを作成するアクセス許可
を付与します

書き込み

PhoneNumber (p. 1486)

smsvoice:TagResource

SenderId (p. 1486)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1486)
aws:TagKeys (p. 1486)
設定セットを削除するアクセス
DeleteConfigurationSet
許可を付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)

設定セットのデフォルトのメッ
DeleteDefaultMessageType
セージタイプを削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)

設定セットのデフォルトの送信
DeleteDefaultSenderId
者 ID を削除するアクセス許可を
付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

設定セット内のイベントの宛先
DeleteEventDestination
を削除するアクセス許可を付与
します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)

プールまたは発信元の電話番号
のキーワードを削除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

PhoneNumber (p. 1486)

オプトアウトリストを削除する
DeleteOptOutList アクセス許可を付与します

書き込み

OptOutList* (p. 1486)

オプトアウトリストから送信先
DeleteOptedOutNumber
電話番号を削除するアクセス許
可を付与します

書き込み

OptOutList* (p. 1486)

DeletePool

プールを削除するアクセス許可
を付与します

書き込み

Pool* (p. 1486)

アカウントのテキストメッセー
DeleteTextMessageSpendLimitOverride
ジの月額使用制限の上書きを削
除するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

アカウントのボイスメッセージ
DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride
の月額使用制限の上書きを削除
するアクセス許可を付与します

書き込み

アカウントの属性を記述するア
DescribeAccountAttributes
クセス許可を付与します

読み込み

アカウントのサービスクォータ
DescribeAccountLimits
を記述するアクセス許可を付与
します

読み込み

アカウントの設定セットを記述
DescribeConfigurationSets
するアクセス許可を付与します

読み込み

ConfigurationSet (p. 1486)

プールまたは発信元の電話番号
DescribeKeywordsのキーワードを記述するアクセ
ス許可を付与します

読み込み

PhoneNumber (p. 1486)

アカウント内のオプトアウトリ
DescribeOptOutLists
ストを記述するアクセス許可を
付与します

読み込み

OptOutList (p. 1486)

オプトアウトリスト内の宛先の
DescribeOptedOutNumbers
電話番号を記述するアクセス許
可を付与します

読み込み

OptOutList* (p. 1486)

アカウント内の発信元の電話番
DescribePhoneNumbers
号を記述するアクセス許可を付
与します

読み込み

PhoneNumber (p. 1486)

DescribePools

読み込み

Pool (p. 1486)

DeleteKeyword

アカウント内のプールを記述す
るアクセス許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントの送信者 ID を記述す
DescribeSenderIds
るアクセス許可を付与します

読み込み

アカウントの月額使用制限を記
DescribeSpendLimits
述するアクセス許可を付与しま
す

読み込み

プールから発信元の電話番号ま
DisassociateOriginationIdentity
たは送信者 ID の関連付けを解除
するアクセス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

SenderId (p. 1486)

Pool* (p. 1486)
PhoneNumber (p. 1486)
SenderId (p. 1486)

プールに関連付けられている発
ListPoolOriginationIdentities
信元の電話番号と送信者 ID を一
覧表示するアクセス許可を付与
します

読み込み

Pool* (p. 1486)

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

ConfigurationSet (p. 1486)
OptOutList (p. 1486)
PhoneNumber (p. 1486)
Pool (p. 1486)
SenderId (p. 1486)

PutKeyword

プールまたは発信元の電話番号
のキーワードを作成または更新
するアクセス許可を付与します

書き込み

PhoneNumber (p. 1486)

送信先の電話番号をオプトアウ
PutOptedOutNumber
トリストに入れるアクセス許可
を付与します

書き込み

OptOutList* (p. 1486)

発信元の電話番号をリリースす
ReleasePhoneNumber
るアクセス許可を付与します

書き込み

PhoneNumber* (p. 1486)

発信元の電話番号をリクエスト
RequestPhoneNumber
するアクセス許可を付与します

書き込み

Pool (p. 1486)

Pool (p. 1486)

smsvoice:AssociateOrigination
smsvoice:TagResource

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1486)
aws:TagKeys (p. 1486)
送信先の電話番号にテキスト
SendTextMessageメッセージを送信するアクセス
許可を付与します

書き込み

PhoneNumber (p. 1486)
Pool (p. 1486)
SenderId (p. 1486)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

宛先電話番号にボイスメッセー
SendVoiceMessage
ジを送信するアクセス許可を付
与します

書き込み

設定セットのデフォルトのメッ
SetDefaultMessageType
セージタイプを設定するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)

設定セットのデフォルトの送信
SetDefaultSenderId
者 ID を設定するアクセス許可を
付与します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)

アカウントのテキストメッセー
SetTextMessageSpendLimitOverride
ジの月額使用制限の上書きを設
定するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

アカウントのボイスメッセージ
SetVoiceMessageSpendLimitOverride
の月間使用制限の上書きを設定
するアクセス許可を付与します

書き込み

TagResource

タグ付け

リソースにタグを追加する許可
を付与

PhoneNumber (p. 1486)
Pool (p. 1486)

ConfigurationSet (p. 1486)
OptOutList (p. 1486)
PhoneNumber (p. 1486)
Pool (p. 1486)
SenderId (p. 1486)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1486)
aws:TagKeys (p. 1486)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

ConfigurationSet (p. 1486)
OptOutList (p. 1486)
PhoneNumber (p. 1486)
Pool (p. 1486)
SenderId (p. 1486)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1486)
aws:TagKeys (p. 1486)

設定セット内のイベント送信先
UpdateEventDestination
を更新するアクセス許可を付与
します

書き込み

ConfigurationSet* (p. 1486)iam:PassRole

発信元の電話番号の設定を更新
UpdatePhoneNumber
するアクセス許可を付与します

書き込み

PhoneNumber* (p. 1486)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdatePool

プールの設定を更新するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

Pool* (p. 1486)

Amazon Pinpoint SMS Voice V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1481)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:
ConfigurationSet ${Account}:configuration-set/
${ConfigurationSetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1486)

OptOutList

arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:
${Account}:opt-out-list/${OptOutListName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1486)

PhoneNumber

arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:
${Account}:phone-number/${PhoneNumberId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1486)

Pool

arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:
${Account}:pool/${PoolId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1486)

SenderId

arn:${Partition}:sms-voice:${Region}:
${Account}:sender-id/${SenderId}/
${IsoCountryCode}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1486)

Amazon Pinpoint SMS Voice V2 の条件キー
Amazon Pinpoint SMS Voice V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Polly のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon Polly (サービスプレフィックス: polly) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Polly で定義されるアクション (p. 1487)
• Amazon Polly で定義されるリソースタイプ (p. 1488)
• Amazon Polly の条件キー (p. 1488)

Amazon Polly で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteLexicon

AWS リージョン に保存されてい
る指定された発音レキシコンを
削除するアクセス許可を付与し
ます

Write

音声合成をリクエストするとき
DescribeVoices に使用可能な音声のリストを記
述する許可を付与

リスト

GetLexicon

Read

AWS リージョン に保存されてい
る指定された発音レキシコンの
内容を取得するアクセス許可を
付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定の音声合成タスクに関する
GetSpeechSynthesisTask
情報を取得するアクセス許可を
付与します

Read

ListLexicons

リスト

AWS リージョン に保存されてい
る発音レキシコンを一覧表示す
るアクセス許可を付与します

リクエストされた音声合成タス
ListSpeechSynthesisTasks
クを一覧表示するアクセス許可
を付与します

リスト

PutLexicon

発音レキシコンを AWS リージョ
ン に保存するアクセス許可を付
与します

Write

lexicon* (p. 1488)

指定された S3 の場所に長い入力
StartSpeechSynthesisTask
を合成するアクセス許可を付与
します

Write

lexicon (p. 1488)

音声を合成するアクセス許可を
SynthesizeSpeech付与します

Read

lexicon (p. 1488)

依存アク
ション

s3:PutObject

Amazon Polly で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1487)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
lexicon

条件キー

arn:${Partition}:polly:${Region}:
${Account}:lexicon/${LexiconName}

Amazon Polly の条件キー
Polly には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーは
ありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に
利用可能なキーを参照してください。

AWS Price List のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Price List (サービスプレフィックス: pricing) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:

1488

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS 料金表

• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Price List で定義されるアクション (p. 1489)
• AWS Price List で定義されるリソースタイプ (p. 1489)
• AWS Price List の条件キー (p. 1490)

AWS Price List で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

すべての (分割された) サービス
DescribeServices の詳細 (serviceCode が設定さ
れていない場合)、または特定の
サービスの詳細 (serviceCode が
設定されている場合) を付与

読み取り

指定の属性のすべての (分割され
GetAttributeValuesた) 値を取得する許可を付与

読み取り

GetProducts

読み取り

指定の検索条件を満たすすべて
の製品を取得する許可を付与

依存アク
ション

AWS Price List で定義されるリソースタイプ
AWS Price List では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポー
トされていません。AWS Price List へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定
します。
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AWS Price List の条件キー
Price List には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Proton のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Proton (サービスプレフィックス: proton) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Proton で定義されるアクション (p. 1490)
• AWS Proton で定義されるリソースタイプ (p. 1501)
• AWS Proton の条件キー (p. 1502)

AWS Proton で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

別の環境アカウントからの環境
AcceptEnvironmentAccountConnection
アカウント接続要求を拒否する
許可を付与

書き込み

environmentaccountconnection* (p. 1502)

コンポーネントのデプロイを
CancelComponentDeployment
キャンセルする許可の付与

書き込み

component* (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

環境デプロイをキャンセルする
CancelEnvironmentDeployment
許可を付与

書き込み

サービスインスタンスデプロイ
CancelServiceInstanceDeployment
をキャンセルする許可を付与

書き込み

依存アク
ション

environment* (p. 1502)
proton:EnvironmentTemplate (p. 1503)
serviceinstance* (p. 1502)
proton:ServiceTemplate (p. 1503)

サービスパイプラインデプロイ
CancelServicePipelineDeployment
をキャンセルする許可を付与

書き込み

コンポーネントを作成する許可
CreateComponentの付与

書き込み

service* (p. 1502)
proton:ServiceTemplate (p. 1503)
component* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)

環境を作成する許可を付与
CreateEnvironment

書き込み

environment* (p. 1502)

iam:PassRole

aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
proton:EnvironmentTemplate (p. 1503)

環境アカウント接続を作成する
CreateEnvironmentAccountConnection
許可を付与

書き込み

環境テンプレートを作成する許
CreateEnvironmentTemplate
可を付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
environmenttemplate* (p. 1501)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)

環境テンプレートのメジャー
書き込み
CreateEnvironmentTemplateMajorVersion
バージョンを作成する許可
を付与。非推奨-代わりに
CreateEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのマイナー
書き込み
CreateEnvironmentTemplateMinorVersion
バージョンを作成する許可
を付与。非推奨-代わりに
CreateEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

1491

aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

環境テンプレートのバージョン
CreateEnvironmentTemplateVersion
を作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

environmenttemplate* (p. 1501)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)

リポジトリを作成する許可を付
CreateRepository 与。

書き込み

repository* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)

CreateService

サービスを作成する許可を付与

書き込み

service* (p. 1502)

codestarconnections:PassConnect

aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
proton:ServiceTemplate (p. 1503)
サービステンプレートを作成す
CreateServiceTemplate
る許可を付与

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)

サービステンプレートのメ
CreateServiceTemplateMajorVersion
ジャーバージョンを作成する
許可を付与。非推奨-代わりに
CreateServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

サービステンプレートのマイ
CreateServiceTemplateMinorVersion
ナーバージョンを作成する許
可を付与。非推奨-代わりに
CreateServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

サービステンプレートのバー
CreateServiceTemplateVersion
ジョンを作成する許可を付与

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
servicetemplate* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
servicetemplate* (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テンプレート同期設定を作成す
CreateTemplateSyncConfig
る許可を付与。

書き込み

アカウントロールを削除する
DeleteAccountRoles
許可を付与。非推奨-代わりに
UpdateAccountSettings を使用し
てください

書き込み

コンポーネントを削除する許可
DeleteComponentの付与

書き込み

component* (p. 1502)

環境を削除する許可を付与しま
DeleteEnvironment
す

書き込み

environment* (p. 1502)

環境アカウント接続を削除する
DeleteEnvironmentAccountConnection
許可を付与

書き込み

environmentaccountconnection* (p. 1502)

環境テンプレートを削除する許
DeleteEnvironmentTemplate
可を付与

書き込み

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのメジャー
書き込み
DeleteEnvironmentTemplateMajorVersion
バージョンを削除する許可
を付与。非推奨-代わりに
DeleteEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのマイナー
書き込み
DeleteEnvironmentTemplateMinorVersion
バージョンを削除する許可
を付与。非推奨-代わりに
DeleteEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのバージョン
DeleteEnvironmentTemplateVersion
を削除する許可を付与

書き込み

environmenttemplate* (p. 1501)

リポジトリを削除する許可を付
DeleteRepository 与

書き込み

repository* (p. 1502)

DeleteService

書き込み

service* (p. 1502)

サービスを削除する許可を付与

依存アク
ション

proton:EnvironmentTemplate (p. 1503)

proton:ServiceTemplate (p. 1503)
サービステンプレートを削除す
DeleteServiceTemplate
る許可を付与

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのメ
DeleteServiceTemplateMajorVersion
ジャーバージョンを削除する
許可を付与。非推奨-代わりに
DeleteServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービステンプレートのマイ
DeleteServiceTemplateMinorVersion
ナーバージョンを削除する許
可を付与。非推奨-代わりに
DeleteServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのバー
DeleteServiceTemplateVersion
ジョンを削除する許可を付与

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

TemplateSyncConfig を削除する
DeleteTemplateSyncConfig
許可を付与。

書き込み

アカウントロールを取得する
GetAccountRoles 許可を付与。非推奨-代わりに
GetAccountSettings を使用して
ください

読み込み

アカウント設定を記述する許可
GetAccountSettings
を付与

読み取り

コンポーネントを記述する許可
を付与

読み取り

component* (p. 1502)

環境を記述する許可を付与

読み込み

environment* (p. 1502)

環境アカウント接続を記述する
GetEnvironmentAccountConnection
許可を付与

読み込み

environmentaccountconnection* (p. 1502)

環境テンプレートを記述する許
GetEnvironmentTemplate
可を付与

読み込み

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのメジャー
GetEnvironmentTemplateMajorVersion
バージョンを取得する許可
を付与。非推奨-代わりに
GetEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

読み込み

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのマイナー
GetEnvironmentTemplateMinorVersion
バージョンを取得する許可
を付与。非推奨-代わりに
GetEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

読み込み

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのバージョン
GetEnvironmentTemplateVersion
を記述する許可を付与

読み込み

environmenttemplate* (p. 1501)

GetRepository

リポジトリの詳細を取得する許
可を付与。

読み込み

repository* (p. 1502)

リポジトリの最新の同期ステー
GetRepositorySyncStatus
タスを取得する許可を付与。

読み込み

GetService

読み込み

GetComponent
GetEnvironment

サービスを記述する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービスインスタンスを記述す
GetServiceInstance
る許可を付与

読み込み

serviceinstance* (p. 1502)

サービステンプレートを記述す
GetServiceTemplate
る許可を付与

読み込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのメ
GetServiceTemplateMajorVersion
ジャーバージョンを取得する
許可を付与。非推奨-代わりに
GetServiceTemplateVersion を使
用してください

読み込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのマイ
GetServiceTemplateMinorVersion
ナーバージョンを取得する許
可を付与。非推奨-代わりに
GetServiceTemplateVersion を使
用してください

読み込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのバー
GetServiceTemplateVersion
ジョンを記述する許可を付与

読み込み

servicetemplate* (p. 1502)

TemplateSyncConfig の詳細を取
GetTemplateSyncConfig
得する許可を付与。

読み込み

テンプレートの同期ステータス
GetTemplateSyncStatus
の詳細を取得する許可を付与。

読み取り

コンポーネント出力を一覧表示
ListComponentOutputs
する許可の付与

リスト

component* (p. 1502)

コンポーネント プロビジョニン
ListComponentProvisionedResources
グ リソースを一覧表示する許可
の付与

リスト

component* (p. 1502)

コンポーネントを一覧表示する
ListComponents 許可の付与

リスト

environment (p. 1502)
service (p. 1502)
serviceinstance (p. 1502)

環境アカウント接続を一覧表示
ListEnvironmentAccountConnections
する許可を付与

リスト

environmentaccountconnection* (p. 1502)

環境を一覧表示する許可を付与
ListEnvironmentOutputs
します

リスト

environment* (p. 1502)

環境プロビジョニングリソース
ListEnvironmentProvisionedResources
を一覧表示する許可を付与しま
す

リスト

environment* (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

環境テンプレートのメジャー
リスト
ListEnvironmentTemplateMajorVersions
バージョンを一覧表示する許
可を付与。非推奨-代わりに
ListenVironmentTemplateVersions
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのマイナー
リスト
ListEnvironmentTemplateMinorVersions
バージョンを一覧表示する許
可を付与。非推奨-代わりに
ListenVironmentTemplateVersions
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのバージョン
ListEnvironmentTemplateVersions
を一覧表示する許可を付与

リスト

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートを一覧表示す
ListEnvironmentTemplates
る許可を付与

リスト

環境を一覧表示する許可を付与

リスト

リポジトリを一覧表示する許可
ListRepositories を付与。

リスト

リポジトリ同期定義を一覧表示
ListRepositorySyncDefinitions
する許可を付与。

リスト

サービスインスタンス出力を一
ListServiceInstanceOutputs
覧表示する許可を付与します

リスト

サービスインスタンスのプロビ
ListServiceInstanceProvisionedResources
ジョニングリソースを一覧表示
する許可を付与します

リスト

サービスインスタンスを一覧表
ListServiceInstances
示する許可を付与

リスト

サービスパイプライン出力を一
ListServicePipelineOutputs
覧表示する許可を付与します

リスト

service* (p. 1502)

サービスパイプラインのプロビ
ListServicePipelineProvisionedResources
ジョニングリソースを一覧表示
する許可を付与します

リスト

service* (p. 1502)

サービステンプレートのメ
ListServiceTemplateMajorVersions
ジャーバージョンを一覧表示す
る許可を付与。非推奨-代わりに
ListServiceTemplateVersions を
使用してください

リスト

servicetemplate* (p. 1502)

ListEnvironments
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービステンプレートのマイ
ListServiceTemplateMinorVersions
ナーバージョンを一覧表示する
許可を付与。非推奨-代わりに
ListServiceTemplateVersions を
使用してください

リスト

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのバー
ListServiceTemplateVersions
ジョンを一覧表示する許可を付
与

リスト

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートを一覧表
ListServiceTemplates
示する許可を付与

リスト

ListServices

リスト

サービスを一覧表示する許可を
付与

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与。

読み込み

component (p. 1502)
environment (p. 1502)
environmentaccountconnection (p. 1502)
environmenttemplate (p. 1501)
environmenttemplatemajorversion (p. 1501)
environmenttemplateminorversion (p. 1502)
environmenttemplateversion (p. 1501)
repository (p. 1502)
service (p. 1502)
serviceinstance (p. 1502)
servicetemplate (p. 1502)
servicetemplatemajorversion (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
servicetemplateminorversion (p. 1502)
servicetemplateversion (p. 1502)

Proton にリソースデプロイのス
NotifyResourceDeploymentStatusChange
テータスの変更を通知する許可
を付与

書き込み

別の環境アカウントからの環境
RejectEnvironmentAccountConnection
アカウント接続要求を拒否する
許可を付与

書き込み

environmentaccountconnection* (p. 1502)

TagResource

タグ付け

component (p. 1502)

リソースにタグを追加する許可
を付与

environment (p. 1502)
serviceinstance (p. 1502)

environment (p. 1502)
environmentaccountconnection (p. 1502)
environmenttemplate (p. 1501)
environmenttemplatemajorversion (p. 1501)
environmenttemplateminorversion (p. 1502)
environmenttemplateversion (p. 1501)
repository (p. 1502)
service (p. 1502)
serviceinstance (p. 1502)
servicetemplate (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

servicetemplatemajorversion (p. 1502)
servicetemplateminorversion (p. 1502)
servicetemplateversion (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1502)
リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

component (p. 1502)
environment (p. 1502)
environmentaccountconnection (p. 1502)
environmenttemplate (p. 1501)
environmenttemplatemajorversion (p. 1501)
environmenttemplateminorversion (p. 1502)
environmenttemplateversion (p. 1501)
repository (p. 1502)
service (p. 1502)
serviceinstance (p. 1502)
servicetemplate (p. 1502)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

servicetemplatemajorversion (p. 1502)
servicetemplateminorversion (p. 1502)
servicetemplateversion (p. 1502)
aws:TagKeys (p. 1503)
アカウントロールを更新する
UpdateAccountRoles
許可を付与。非推奨-代わりに
UpdateAccountSettings を使用し
てください

書き込み

iam:PassRole

アカウント設定を更新する許可
UpdateAccountSettings
を付与

書き込み

iam:PassRole

コンポーネントを更新する許可
UpdateComponentの付与

書き込み

component* (p. 1502)

環境を更新する許可を付与
UpdateEnvironment

書き込み

environment* (p. 1502)

環境アカウント接続を更新する
UpdateEnvironmentAccountConnection
許可を付与

書き込み

environmentaccountconnection* (p. 1502)

環境テンプレートを更新する許
UpdateEnvironmentTemplate
可を付与

書き込み

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのメジャー
書き込み
UpdateEnvironmentTemplateMajorVersion
バージョンを更新する許可
を付与。非推奨-代わりに
UpdateEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのマイナー
書き込み
UpdateEnvironmentTemplateMinorVersion
バージョンを更新する許可
を付与。非推奨-代わりに
UpdateEnvironmentTemplateVersion
を使用してください

environmenttemplate* (p. 1501)

環境テンプレートのバージョン
UpdateEnvironmentTemplateVersion
を更新する許可を付与

書き込み

environmenttemplate* (p. 1501)

UpdateService

書き込み

service* (p. 1502)

サービスを更新する許可を付与

iam:PassRole

proton:EnvironmentTemplate (p. 1503)

proton:ServiceTemplate (p. 1503)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

サービスインスタンスを更新す
UpdateServiceInstance
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

serviceinstance* (p. 1502)
proton:ServiceTemplate (p. 1503)

サービスパイプラインを更新す
UpdateServicePipeline
る許可を付与

書き込み

service* (p. 1502)

サービステンプレートを更新す
UpdateServiceTemplate
る許可を付与。

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのメ
UpdateServiceTemplateMajorVersion
ジャーバージョンを更新する
許可を付与。非推奨-代わりに
UpdateServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのマイ
UpdateServiceTemplateMinorVersion
ナーバージョンを作成する許
可を付与。非推奨-代わりに
UpdateServiceTemplateVersion
を使用してください

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

サービステンプレートのバー
UpdateServiceTemplateVersion
ジョンを更新する許可を付与

書き込み

servicetemplate* (p. 1502)

TemplateSyncConfig を更新する
UpdateTemplateSyncConfig
許可を付与。

書き込み

proton:ServiceTemplate (p. 1503)

AWS Proton で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1490)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

environmenttemplate

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:environment-template/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

environmenttemplateversion

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:environment-template/
${TemplateName}:${MajorVersion}.
${MinorVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

environmentarn:${Partition}:proton:${Region}:
template-major- ${Account}:environment-template/
version
${TemplateName}:${MajorVersionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)
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リソースタイプ ARN

条件キー

environmentarn:${Partition}:proton:${Region}:
template-minor- ${Account}:environment-template/
version
${TemplateName}:${MajorVersionId}.
${MinorVersionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

servicetemplate

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:service-template/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

servicetemplateversion

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:service-template/${TemplateName}:
${MajorVersion}.${MinorVersion}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

servicearn:${Partition}:proton:${Region}:
template-major- ${Account}:service-template/${TemplateName}:
version
${MajorVersionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

servicearn:${Partition}:proton:${Region}:
template-minor- ${Account}:service-template/${TemplateName}:
version
${MajorVersionId}.${MinorVersionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

environment

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:environment/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

service

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:service/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

serviceinstance

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:service/${ServiceName}/serviceinstance/${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

environmentaccountconnection

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:environment-account-connection/
${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

repository

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:repository/${Provider}:${Name}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

component

arn:${Partition}:proton:${Region}:
${Account}:component/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1503)

AWS Proton の条件キー
AWS Proton では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアでアクセスをフィルタリ
ングします

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

リソースに関連する指定された環境テンプレートによって、
proton:EnvironmentTemplate
アクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連する指定されたサービステンプレートによっ
proton:ServiceTemplate
て、アクセスをフィルタリング

文字列

AWS Purchase Orders Console のアクション、リソー
ス、条件キー
AWS Purchase Orders Console (サービスプレフィックス: purchase-orders) では、IAM アクセス許可
ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用
意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Purchase Orders Console で定義されるアクション (p. 1503)
• AWS Purchase Orders Console で定義されるリソースタイプ (p. 1504)
• AWS Purchase Orders Console の条件キー (p. 1504)

AWS Purchase Orders Console で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

発注書と詳細の変更
ModifyPurchaseOrders
[アクセス許可
のみ]

Write

発注書と詳細の表示
ViewPurchaseOrders
[アクセス許可
のみ]

Read

依存アク
ション

AWS Purchase Orders Console で定義されるリソースタイプ
AWS Purchase Orders Console では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートされていません。AWS Purchase Orders Console へのアクセスを許可するには、ポリ
シーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Purchase Orders Console の条件キー
発注書には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

Amazon QLDB のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon QLDB (サービスプレフィックス: qldb) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon QLDB で定義されるアクション (p. 1504)
• Amazon QLDB で定義されるリソースタイプ (p. 1508)
• Amazon QLDB の条件キー (p. 1508)

Amazon QLDB で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ジャーナル Kinesis ストリームを
CancelJournalKinesisStream
キャンセルする許可を付与

書き込み

stream* (p. 1508)

CreateLedger

書き込み

ledger* (p. 1508)

台帳を作成する許可を付与。

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1508)
aws:TagKeys (p. 1508)
DeleteLedger

書き込み

ledger* (p. 1508)

ジャーナル Kinesis ストリームに
DescribeJournalKinesisStream
関する情報を記述する許可を付
与。

読み込み

stream* (p. 1508)

ジャーナルエクスポートジョブ
DescribeJournalS3Export
に関する情報を記述する許可を
付与。

読み込み

ledger* (p. 1508)

読み込み

ledger* (p. 1508)

書き込み

ledger* (p. 1508)

ジャーナルコンテンツを Amazon 書き込み
ExportJournalToS3
S3 バケットにエクスポートする
許可を付与。

ledger* (p. 1508)

GetBlock

指定された BlockAddress の台帳
からブロックを取得する許可を
付与。

読み込み

ledger* (p. 1508)

GetDigest

指定された BlockAddress の台帳
からダイジェストを取得する許
可を付与。

読み込み

ledger* (p. 1508)

GetRevision

指定されたドキュメント ID およ
び指定された BlockAddress の
リビジョンを取得する許可を付
与。

読み込み

ledger* (p. 1508)

DescribeLedger

台帳を削除する許可を付与。

台帳を記述する許可を付与。

コンソール経由で台帳にコマン
ExecuteStatementドを送信する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンソール経由でサンプルアプ
InsertSampleDataリケーションデータを挿入する
許可を付与。

書き込み

ledger* (p. 1508)

指定した台帳のジャーナル
ListJournalKinesisStreamsForLedger
kinesis ストリームを一覧表示す
る許可を付与

リスト

stream* (p. 1508)

すべての台帳のジャーナルエク
ListJournalS3Exports
スポートジョブを一覧表示する
許可を付与。

リスト

指定された台帳のジャーナルエ
ListJournalS3ExportsForLedger
クスポートジョブを一覧表示す
る許可を付与。

リスト

ListLedgers

リスト

既存の台帳を一覧表示する許可
を付与。

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

依存アク
ション

ledger* (p. 1508)

catalog (p. 1508)
ledger (p. 1508)
stream (p. 1508)
table (p. 1508)

テーブルにインデックスを作成
PartiQLCreateIndex
するためのアクセス許可を付与
します

書き込み

table* (p. 1508)

テーブルを作成する許可を付
PartiQLCreateTable
与。

書き込み

table* (p. 1508)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1508)
aws:TagKeys (p. 1508)

PartiQLDelete

テーブルからドキュメントを削
除する許可を付与

書き込み

table* (p. 1508)

テーブルからインデックスを削
PartiQLDropIndex除する許可を付与

書き込み

table* (p. 1508)

テーブルを削除する許可を付
PartiQLDropTable与。

書き込み

テーブルで履歴関数を使用する
PartiQLHistoryFunction
許可を付与

読み込み

table* (p. 1508)

PartiQLInsert

テーブルにドキュメントを挿入
する許可を付与

書き込み

table* (p. 1508)

PartiQLSelect

テーブルからドキュメントを選
択する許可を付与

読み込み

catalog (p. 1508)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

table (p. 1508)
テーブルの削除を取り消すアク
PartiQLUndropTable
セス許可を付与します

書き込み

table* (p. 1508)

PartiQLUpdate

テーブル内の既存のドキュメン
トを更新する許可を付与

書き込み

table* (p. 1508)

台帳にコマンドを送信する許可
SendCommand を付与。

書き込み

ledger* (p. 1508)

ShowCatalog

コンソールを介して台帳のカタ
ログを表示する許可を付与。

書き込み

ledger* (p. 1508)

Kinesis データストリームに
StreamJournalToKinesis
ジャーナルのコンテンツをスト
リーミングする許可を付与

書き込み

stream* (p. 1508)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1508)
aws:TagKeys (p. 1508)

TagResource

リソースに 1 つ以上のタグを追
加する許可を付与します。

タグ付け

catalog (p. 1508)
ledger (p. 1508)
stream (p. 1508)
table (p. 1508)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1508)
aws:TagKeys (p. 1508)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与します。

タグ付け

catalog (p. 1508)
ledger (p. 1508)
stream (p. 1508)
table (p. 1508)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1508)
aws:TagKeys (p. 1508)

UpdateLedger

台帳のプロパティを更新する許
可を付与。

書き込み

ledger* (p. 1508)

台帳のアクセス許可モードを更
UpdateLedgerPermissionsMode
新する許可を付与

書き込み

ledger* (p. 1508)
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Amazon QLDB で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1504)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

ledger

arn:${Partition}:qldb:${Region}:
${Account}:ledger/${LedgerName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1508)

stream

arn:${Partition}:qldb:${Region}:
${Account}:stream/${LedgerName}/${StreamId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1508)

table

arn:${Partition}:qldb:${Region}:
${Account}:ledger/${LedgerName}/table/
${TableId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1508)

catalog

arn:${Partition}:qldb:${Region}:
${Account}:ledger/${LedgerName}/
information_schema/user_tables

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1508)

Amazon QLDB の条件キー
Amazon QLDB では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

qldb:Purge

PartiQL DROP ステートメントで指定されたパージの値でア
クセスをフィルターします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Amazon QuickSight のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon QuickSight (サービスプレフィックス: quicksight) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。

1508

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon QuickSight で定義されるアクション (p. 1509)
• Amazon QuickSight で定義されるリソースタイプ (p. 1522)
• Amazon QuickSight の条件キー (p. 1523)

Amazon QuickSight で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS リソースへのデフォルトア
AccountConfigurations
クセスの設定を有効にするアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み

データセットの SPICE 取り込み
CancelIngestion をキャンセルするアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

ingestion* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight アカウントまたは名
CreateAccountCustomization
前空間のアカウントのカスタマ
イズを作成するアクセス許可を
付与

書き込み

QuickSight にサブスクライブす
CreateAccountSubscription
る許可の付与

書き込み

1509

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateAdmin
[アクセス許可
のみ]

ユーザーが Amazon QuickSight
管理者、作成者、閲覧者をプロ
ビジョンできるようにアクセス
許可を付与

書き込み

user* (p. 1522)

CreateAnalysis テンプレートから解析を作成す
るアクセス許可を付与

書き込み

analysis* (p. 1523)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

ユーザーアクセスを制限するた
CreateCustomPermissions
めのカスタム権限リソースを作
[アクセス許可
成するアクセス許可を付与
のみ]

Permissions
management

QuickSight ダッシュボードを作
CreateDashboard 成するアクセス許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)
dashboard* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

CreateDataSet

データセットを作成する許可を
付与

書き込み

datasource* (p. 1523)

quicksight:PassDataSourc

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースを作成するアクセ
CreateDataSourceス許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight検証 E メールかスト
CreateEmailCustomizationTemplate
マイゼーションを作成する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

emailCustomizationTemplate* (p. 1523)

CreateFolder

書き込み

folder* (p. 1523)

QuickSight フォルダを作成する
mobiletargeting:GetReports

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight ダッシュボード、
CreateFolderMembership
分析、またはデータセットを
QuickSight フォルダに追加する
許可を付与

書き込み

folder* (p. 1523)
analysis (p. 1523)
dashboard (p. 1523)
dataset (p. 1523)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CreateGroup

QuickSight グループを作成する
アクセス許可を付与

書き込み

group* (p. 1522)

QuickSight ユーザーを
CreateGroupMembership
QuickSight グループに追加する
アクセス許可を付与

書き込み

group* (p. 1522)
quicksight:UserName (p. 1524)
aws:TagKeys (p. 1524)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)

指定された IAM ポリシー ARN
CreateIAMPolicyAssignment
を 1 つ持つ割り当てを作成する
アクセス許可を付与この割り当
ては、QuickSight の指定された
グループまたはユーザーに割り
当てられます。

書き込み

assignment* (p. 1523)

データセットの SPICE 取り込み
CreateIngestion を開始するアクセス許可を付与

書き込み

ingestion* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight 名前空間を作成する
CreateNamespaceアクセス許可を付与

書き込み

namespace* (p. 1523)

CreateReader
[アクセス許可
のみ]

Amazon QuickSight リーダーを
プロビジョニングするアクセス
許可を付与

書き込み

user* (p. 1522)

テンプレートを作成するアクセ
CreateTemplate ス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)

ds:CreateIdentityPoolDire

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

テンプレートエイリアスを作成
CreateTemplateAlias
するアクセス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

CreateTheme

テーマを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

theme* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

テーマバージョンのエイリアス
CreateThemeAliasを作成するアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)
CreateUser [ア ユーザーが Amazon QuickSight
クセス許可の
の作成者や閲覧者をプロビジョ
み]
ンするアクセス許可を付与

書き込み

VPC 接続を作成するアクセス許
CreateVPCConnection
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

QuickSight アカウントまたは名
DeleteAccountCustomization
前空間のアカウントのカスタマ
イズを削除するアクセス許可を
付与

書き込み

customization* (p. 1523)

DeleteAnalysis

書き込み

analysis* (p. 1523)

分析を削除するアクセス許可を
付与

user* (p. 1522)

カスタムアクセス許可リソース
DeleteCustomPermissions
を削除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Permissions
management

QuickSight ダッシュボードを削
DeleteDashboard 除するアクセス許可を付与

書き込み

dashboard* (p. 1523)

DeleteDataSet

書き込み

dataset* (p. 1523)

データセットを削除する許可を
付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースを削除するアクセ
DeleteDataSourceス許可を付与

書き込み

datasource* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight メールカスタマイズ
DeleteEmailCustomizationTemplate
テンプレートを削除するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

emailCustomizationTemplate* (p. 1523)

DeleteFolder

QuickSight フォルダを削除する
許可を付与

書き込み

folder* (p. 1523)

QuickSight ダッシュボード、
DeleteFolderMembership
分析、またはデータセットを
QuickSight フォルダから削除す
る許可を付与

書き込み

folder* (p. 1523)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dashboard (p. 1523)
dataset (p. 1523)
DeleteGroup

QuickSight からユーザーグルー
プを削除するアクセス許可を付
与

書き込み

group* (p. 1522)

ユーザーをグループから削除す
DeleteGroupMembership
るアクセス許可を付与削除する
とそのユーザーはそのグループ
のメンバーではなくなります。

書き込み

group* (p. 1522)
quicksight:UserName (p. 1524)

既存の割り当てを更新するアク
DeleteIAMPolicyAssignment
セス許可を付与

書き込み

assignment* (p. 1523)

QuickSight 名前空間を削除する
DeleteNamespaceアクセス許可を付与

書き込み

namespace* (p. 1523)

テンプレートを削除するアクセ
DeleteTemplate ス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)

テンプレートエイリアスを削除
DeleteTemplateAlias
するアクセス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)

DeleteTheme

テーマを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

theme* (p. 1523)

テーマのエイリアスを削除する
DeleteThemeAliasアクセス許可を付与

書き込み

theme* (p. 1523)

DeleteUser

ユーザー名を指定して
QuickSight ユーザーを削除する
アクセス許可を付与

書き込み

user* (p. 1522)

プリンシパル ID で識別される
DeleteUserByPrincipalId
ユーザーを削除するアクセス許
可を付与

書き込み

user* (p. 1522)

VPC 接続を削除するアクセス許
DeleteVPCConnection
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

QuickSight アカウントまたは名
DescribeAccountCustomization
前空間のアカウントのカスタマ
イズを記述するアクセス許可を
付与

読み込み

QuickSight アカウントの管理者
DescribeAccountSettings
アカウント設定を説明するアク
セス許可を付与

読み取り

QuickSight アカウントを記述す
DescribeAccountSubscription
る許可の付与

読み取り
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customization* (p. 1523)

account* (p. 1522)

ds:DeleteDirectory

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

分析を記述するアクセス許可を
DescribeAnalysis 付与

読み込み

analysis* (p. 1523)

分析のアクセス許可を記述する
DescribeAnalysisPermissions
アクセス許可を付与

読み込み

analysis* (p. 1523)

QuickSight アカウントのカスタ
DescribeCustomPermissions
ム権限リソースを記述するアク
[アクセス許可
セス許可を付与
のみ]

書き込み

QuickSight ダッシュボードを記
DescribeDashboard
述するアクセス許可を付与

読み込み

dashboard* (p. 1523)

QuickSight ダッシュボードのア
DescribeDashboardPermissions
クセス許可を記述するアクセス
許可を付与

読み込み

dashboard* (p. 1523)

データセットを記述するアクセ
DescribeDataSet ス許可を付与

読み込み

dataset* (p. 1523)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データセットのリソースポリ
DescribeDataSetPermissions
シーを記述するアクセス許可を
付与

Permissions dataset* (p. 1523)
management
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースを記述するアクセ
DescribeDataSource
ス許可を付与

読み込み

datasource* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースのリソースポリ
DescribeDataSourcePermissions
シーを記述するアクセス許可を
付与

経営へのア datasource* (p. 1523)
クセス権
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight メールカスタマイ
DescribeEmailCustomizationTemplate
ゼーションテンプレートを記述
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

emailCustomizationTemplate* (p. 1523)

QuickSight フォルダを記述する
許可を付与

読み込み

folder* (p. 1523)

QuickSight ダッシュボードの許
DescribeFolderPermissions
可を記述する許可を付与

読み込み

folder* (p. 1523)

DescribeFolder
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

QuickSight ダッシュボードの解
DescribeFolderResolvedPermissions
決済みの許可を記述する許可を
付与

読み込み

folder* (p. 1523)

DescribeGroup QuickSight グループを記述する
アクセス許可を付与

読み込み

group* (p. 1522)

QuickSight グループメンバーを
DescribeGroupMembership
記述するアクセス許可を付与

読み込み

group* (p. 1522)
quicksight:UserName (p. 1524)

既存の関連付けを記述するアク
DescribeIAMPolicyAssignment
セス許可を付与

読み込み

assignment* (p. 1523)

データセットの SPICE 取り込み
DescribeIngestionを記述するアクセス許可を付与

読み込み

ingestion* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight アカウントでの IP 制
DescribeIpRestriction
限を詳細表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

QuickSight 名前空間を記述する
DescribeNamespace
アクセス許可を付与

読み込み

namespace* (p. 1523)

テンプレートを記述するアクセ
DescribeTemplateス許可を付与

読み込み

template* (p. 1523)

テンプレートエイリアスを記述
DescribeTemplateAlias
するアクセス許可を付与

読み込み

template* (p. 1523)

テンプレートのアクセス許可を
DescribeTemplatePermissions
記述するアクセス許可を付与

読み込み

template* (p. 1523)

テーマを記述するアクセス許可
DescribeTheme を付与

読み込み

theme* (p. 1523)

テーマエイリアスを記述するア
DescribeThemeAlias
クセス許可を付与

読み込み

theme* (p. 1523)

テーマのアクセス許可を記述す
DescribeThemePermissions
るアクセス許可を付与

読み込み

theme* (p. 1523)

DescribeUser

読み込み

user* (p. 1522)

ユーザー名を指定して
QuickSight ユーザーを記述する
アクセス許可を付与

1515

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

QuickSight に登録されていない
GenerateEmbedUrlForAnonymousUser
ユーザーのために QuickSight
ダッシュボードを埋め込むため
に使用される URL を取得する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

dashboard* (p. 1523)
namespace* (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
quicksight:AllowedEmbeddingDomains

QuickSight に登録されていない
GenerateEmbedUrlForRegisteredUser
ユーザーのために QuickSight
ダッシュボードを埋め込むため
に使用される URL を生成する許
可を付与

書き込み

QuickSight に登録されていない
GetAnonymousUserEmbedUrl
ユーザーのために QuickSight
[アクセス許可
ダッシュボードを埋め込むため
のみ]
に使用される URL を取得する許
可を付与

読み込み

GetAuthCode
[アクセス許可
のみ]

読み込み

user* (p. 1522)

読み込み

dashboard* (p. 1523)

QuickSight ユーザーを表す認証
コードを取得するアクセス許可
を付与

QuickSight ダッシュボードの埋
GetDashboardEmbedUrl
め込みに使用する URL を取得す
るアクセス許可を付与

user* (p. 1522)
quicksight:AllowedEmbeddingDomains

Amazon QuickSight を Enterprise 読み込み
GetGroupMappingEdition で使用して Amazon
[アクセス許可
QuickSight のロールにマップ
のみ]
されている Microsoft Active
Directory (Microsoft Active
Directory) ディレクトリグループ
を識別して表示するアクセス許
可を付与
QuickSight コンソールエクスペ
GetSessionEmbedUrl
リエンスを埋め込むための URL
を取得するアクセス許可を付与

読み込み

ListAnalyses

リスト

アカウント内のすべての分析を
一覧表示するアクセス許可を付
与

QuickSight アカウントのカスタ
ListCustomPermissions
ム権限リソースを一覧表示する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]
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書き込み

analysis* (p. 1523)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

QuickSight ダッシュボードのす
ListDashboardVersions
べてのバージョンを一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

dashboard* (p. 1523)

QuickSight アカウント内のすべ
ListDashboards てのダッシュボードを一覧表示
するアクセス許可を付与

リスト

dashboard* (p. 1523)

ListDataSets

リスト

すべてのデータセットを一覧表
示するアクセス許可を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

すべてのデータソースを一覧表
ListDataSources 示するアクセス許可を付与

リスト

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

フォルダのすべてのメンバーを
ListFolderMembers
一覧表示する許可を付与

読み込み

folder* (p. 1523)

ListFolders

QuickSight アカウント内のすべ
てのフォルダを一覧表示する許
可を付与

リスト

folder* (p. 1523)

グループのメンバーユーザーを
ListGroupMemberships
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

group* (p. 1522)

ListGroups

QuickSight ですべてのユーザー
グループを一覧表示するアクセ
ス許可を付与

リスト

group* (p. 1522)

現在の Amazon QuickSight アカ
ListIAMPolicyAssignments
ウントのすべての割り当てを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

assignment* (p. 1523)

ユーザーに割り当てられたすべ
ListIAMPolicyAssignmentsForUser
ての割り当てとそのユーザーが
属するグループを一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

assignment* (p. 1523)

ListIngestions

データセットのすべての SPICE
取り込みを一覧表示するアクセ
ス許可を付与

リスト

QuickSight アカウント内のすべ
ListNamespaces ての名前空間を一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

QuickSight リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示するアクセス許可を付与

読み込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

customization (p. 1523)
dashboard (p. 1523)
folder (p. 1523)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

template (p. 1523)
theme (p. 1523)
テンプレートのすべてのエイリ
ListTemplateAliases
アスを一覧表示するアクセス許
可を付与

リスト

template* (p. 1523)

テンプレートのすべてのバー
ListTemplateVersions
ジョンを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

template* (p. 1523)

ListTemplates

QuickSight アカウント内のすべ
てのテンプレートを一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

template* (p. 1523)

テーマのすべてのエイリアスを
ListThemeAliases 一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

theme* (p. 1523)

テーマのすべてのバージョンを
ListThemeVersions
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

theme* (p. 1523)

ListThemes

アカウント内のすべてのテーマ
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

theme* (p. 1523)

指定されたユーザーがメンバー
ListUserGroups になっているグループを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

user* (p. 1522)

ListUsers

このアカウントに属するすべて
の QuickSight ユーザーを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

user* (p. 1522)

PassDataSet
[アクセス許可
のみ]

テンプレートのデータセットを
使用するアクセス許可を付与

読み込み

dataset* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データセットのデータソースを
PassDataSource 使用するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

datasource* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

RegisterUser

QuickSight ユーザーを作成す
るアクセス許可を付与そのユー
ザーの ID は、リクエストで指定
された IAM ID/ロールに関連付け
られます。
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書き込み

user* (p. 1522)
quicksight:IamArn (p. 1524)
quicksight:SessionName (p. 1524)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

削除した解析を復元するアクセ
RestoreAnalysis ス許可を付与

書き込み

AWS リソースへのアクセス権限
ScopeDownPolicyのポリシーのスコープ設定を管
[アクセス許可
理するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

解析のサブセットを検索するア
SearchAnalyses クセス許可を付与

リスト

analysis* (p. 1523)

QuickSight ダッシュボードのサ
SearchDashboards
ブセットを検索するアクセス許
可を付与

リスト

dashboard* (p. 1523)

依存アク
ション

analysis* (p. 1523)

Amazon QuickSight を Enterprise リスト
SearchDirectoryGroups
Edition で使用して Microsoft
[アクセス許可
Active Directory ディレクトリ
のみ]
グループを表示でき、Amazon
QuickSight でロールにマップす
るものを選択するアクセス許可
を付与
SearchFolders

QuickSight フォルダのサブセッ
トを検索する許可を付与

読み込み

folder* (p. 1523)

SearchGroups

QuickSight グループのサブセッ
トを検索するアクセス許可を付
与

リスト

group* (p. 1522)

Amazon QuickSight を Enterprise 書き込み
SetGroupMappingEdition で使用して Microsoft
[アクセス許可
Active Directory ディレクトリ
のみ]
グループを表示でき、Amazon
QuickSight でロールにマップす
るものを選択するアクセス許可
を付与
Subscribe [ア
クセス許可の
み]

Amazon QuickSight をサブス
クライブするアクセス許可を付
与し、ユーザーがサブスクリプ
ションを Enterprise Edition に
アップグレードできるようにし
ます

書き込み

TagResource

QuickSight リソースにタグを追
加するアクセス許可を付与

タグ付け

quicksight:Edition (p. 1524)
quicksight:DirectoryType (p. 1524)

analysis (p. 1523)
customization (p. 1523)
dashboard (p. 1523)
dataset (p. 1523)
datasource (p. 1523)
folder (p. 1523)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ingestion (p. 1523)
template (p. 1523)
theme (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
Unsubscribe
[アクセス許可
のみ]

Amazon QuickSight のサブス
クリプションを解除して、すべ
てのユーザーとそのリソースを
Amazon QuickSight から完全に
削除するアクセス許可を付与

書き込み

QuickSight リソースからタグを
UntagResource 削除するアクセス許可を付与

タグ付け

analysis (p. 1523)
customization (p. 1523)
dashboard (p. 1523)
dataset (p. 1523)
datasource (p. 1523)
folder (p. 1523)
ingestion (p. 1523)
template (p. 1523)
theme (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight アカウントまたは名
UpdateAccountCustomization
前空間のアカウントのカスタマ
イズを更新するアクセス許可を
付与

書き込み

QuickSight アカウントの管理者
UpdateAccountSettings
アカウント設定を更新するアク
セス許可を付与

書き込み

分析を更新するアクセス許可を
UpdateAnalysis 付与

書き込み

分析のアクセス許可を更新する
UpdateAnalysisPermissions
アクセス許可を付与

Permissions analysis* (p. 1523)
management

カスタムアクセス権限リソース
UpdateCustomPermissions
を更新するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Permissions
management
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customization* (p. 1523)

analysis* (p. 1523)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

QuickSight ダッシュボードを更
UpdateDashboard新するアクセス許可を付与

書き込み

QuickSight ダッシュボードのア
UpdateDashboardPermissions
クセス許可を更新するアクセス
許可を付与

Permissions dashboard* (p. 1523)
management

QuickSight ダッシュボードの公
UpdateDashboardPublishedVersion
開バージョンを更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

dashboard* (p. 1523)

データセットを更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

dataset* (p. 1523)

UpdateDataSet

依存アク
ション

dashboard* (p. 1523)

quicksight:PassDataSourc

datasource (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データセットのリソースポリ
UpdateDataSetPermissions
シーを更新するアクセス許可を
付与

Permissions dataset* (p. 1523)
management
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースを更新するアクセ
UpdateDataSource
ス許可を付与

書き込み

datasource* (p. 1523)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

データソースのリソースポリ
UpdateDataSourcePermissions
シーを更新するアクセス許可を
付与

経営へのア datasource* (p. 1523)
クセス権
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1523)
aws:TagKeys (p. 1524)

QuickSight メールカスタマイ
UpdateEmailCustomizationTemplate
ゼーションテンプレートを更新
[アクセス許可
するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

emailCustomizationTemplate* (p. 1523)

UpdateFolder

書き込み

folder* (p. 1523)

QuickSight フォルダを更新する
許可を付与

QuickSight フォルダの許可を更
UpdateFolderPermissions
新する許可を付与

経営へのア folder* (p. 1523)
クセス権

UpdateGroup

グループの説明を変更するアク
セス許可を付与

書き込み

group* (p. 1522)

既存の割り当てを更新するアク
UpdateIAMPolicyAssignment
セス許可を付与

書き込み

assignment* (p. 1523)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon QuickSight

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

QuickSight アカウントでの IP 制
UpdateIpRestriction
限を更新するためのアクセス許
可を付与

書き込み

アカウントのパブリック共有を
UpdatePublicSharingSettings
有効または無効にするアクセス
許可を付与

書き込み

QuickSight でリソースレベルア
UpdateResourcePermissions
クセス許可を更新するアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

書き込み

テンプレートを更新するアクセ
UpdateTemplate ス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)

テンプレートエイリアスを更新
UpdateTemplateAlias
するアクセス許可を付与

書き込み

template* (p. 1523)

テンプレートのアクセス許可を
UpdateTemplatePermissions
更新するアクセス許可を付与

Permissions template* (p. 1523)
management

UpdateTheme

テーマを更新するアクセス許可
を付与

書き込み

theme* (p. 1523)

テーマのエイリアスを更新する
UpdateThemeAlias
アクセス許可を付与

書き込み

theme* (p. 1523)

テーマのアクセス許可を更新す
UpdateThemePermissions
るアクセス許可を付与

Permissions theme* (p. 1523)
management

UpdateUser

書き込み

Amazon QuickSight ユーザーを
更新するアクセス許可を付与

依存アク
ション

user* (p. 1522)

Amazon QuickSight で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1509)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

account

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:account/${ResourceId}

user

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:user/${ResourceId}

group

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:group/${ResourceId}
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リソースタイプ ARN

条件キー

analysis

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:analysis/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

dashboard

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:dashboard/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

template

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:template/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

datasource

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:datasource/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

dataset

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:dataset/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

ingestion

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:dataset/${DatasetId}/ingestion/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

theme

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:theme/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

assignment

arn:${Partition}:quicksight::
${Account}:assignment/${ResourceId}

customization

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:customization/${ResourceId}

namespace

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:namespace/${ResourceId}

folder

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
${Account}:folder/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1523)

arn:${Partition}:quicksight:${Region}:
emailCustomizationTemplate
${Account}:email-customization-template/
${ResourceId}

Amazon QuickSight の条件キー
Amazon QuickSight では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアでアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

タグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

許可された埋め込みドメインでアクセスのフィルタリング
quicksight:AllowedEmbeddingDomains

ArrayOfString

ユーザー管理オプションに基づいてアクセスをフィルタリン
quicksight:DirectoryType
グします。

文字列

quicksight:Edition

QuickSight のエディションに基づいてアクセスをフィルタリ
ングします。

文字列

quicksight:IamArn

IAM ユーザーまたはロール ARN によってアクセスをフィル
タリングします

文字列

セッション名でアクセスをフィルタリングします
quicksight:SessionName
quicksight:UserName

ユーザー名でアクセスをフィルタリングします

文字列
文字列

Amazon RDS のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon RDS (サービスプレフィックス: rds) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon RDS で定義されるアクション (p. 1524)
• Amazon RDS で定義されるリソースタイプ (p. 1543)
• Amazon RDS の条件キー (p. 1545)

Amazon RDS で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Aurora DB クラスターから
AddRoleToDBCluster
Identity and Access Management
(IAM) ロールを関連付けるアクセ
ス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole

AWS Identity and Access
AddRoleToDBInstance
Management (IAM) ロールを DB
インスタンスに関連付けるアク
セス許可を付与

書き込み

db* (p. 1544)

iam:PassRole

既存の RDS イベント通知サブス
AddSourceIdentifierToSubscription
クリプションにソース識別子を
追加する許可を付与。

書き込み

es* (p. 1544)

Amazon RDS リソースにメタ
AddTagsToResource
データタグを追加する許可を付
与。

タグ付け

cev (p. 1545)
cluster (p. 1543)
clusterendpoint (p. 1544)
clusterpg (p. 1544)
clustersnapshot (p. 1544)
db (p. 1544)
es (p. 1544)
og (p. 1544)
pg (p. 1544)
proxy (p. 1545)
proxyendpoint (p. 1545)
ri (p. 1545)
secgrp (p. 1545)
snapshot (p. 1545)
subgrp (p. 1545)
targetgroup (p. 1545)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
保留中のメンテナンスアクショ
ApplyPendingMaintenanceAction
ンをリソースに適用する許可を
付与。

書き込み

cluster (p. 1543)

2 つの認証形式のいずれかを使用
AuthorizeDBSecurityGroupIngress
して、DBSecurityGroup への入
力を有効にする許可を付与。

Permissions secgrp* (p. 1545)
management

db (p. 1544)

新しい DB クラスターを作成せず 書き込み
BacktrackDBCluster
に、DB クラスターを特定時点に
バックトラックするためのアク
セス許可を付与
進行中のエクスポートタスクを
CancelExportTaskキャンセルする許可を付与。

書き込み

指定された DB クラスターパラ
CopyDBClusterParameterGroup
メータグループをコピーする許
可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

clusterpg* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

DB クラスターのスナップショッ
CopyDBClusterSnapshot
トを作成する許可を付与。

書き込み

clustersnapshot* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
指定された DB パラメータグルー 書き込み
CopyDBParameterGroup
プをコピーする許可を付与。

pg* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

指定された DB スナップショット 書き込み
CopyDBSnapshotをコピーする許可を付与。

snapshot* (p. 1545)

rds:AddTagsToResource

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

指定されたオプショングループ
CopyOptionGroupをコピーする許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
カスタムエンジンのバージョン
CreateCustomDBEngineVersion
を作成するためのアクセス許可
を付与

書き込み

cev* (p. 1545)

iam:CreateServiceLinkedR

mediaimport:CreateDatab
rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

新しい Amazon Aurora DB クラ
CreateDBCluster スターを作成する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource
rds:CreateDBInstance

clusterpg* (p. 1544)
og* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
db (p. 1544)
globalcluster (p. 1544)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
rds:DatabaseEngine (p. 1546)
rds:DatabaseName (p. 1546)
rds:StorageEncrypted (p. 1546)
rds:DatabaseClass (p. 1546)
rds:StorageSize (p. 1546)
rds:Piops (p. 1546)
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アクション

説明

新しいカスタムエンドポイント
CreateDBClusterEndpoint
を作成するアクセス許可を付与
し、それを Amazon Aurora DB
クラスターに関連付けます。

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

rds:AddTagsToResource

cluster* (p. 1543)
clusterendpoint* (p. 1544)

rds:EndpointType (p. 1546)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
新しい DB クラスターパラメー
CreateDBClusterParameterGroup
タグループを作成する許可を付
与。

書き込み

clusterpg* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

DB クラスターのスナップショッ
CreateDBClusterSnapshot
トを作成する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

rds:AddTagsToResource

clustersnapshot* (p. 1544)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

新しい DB インスタンスを作成す 書き込み
CreateDBInstanceる許可を付与。

db* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
cluster (p. 1543)
og (p. 1544)
pg (p. 1544)
secgrp (p. 1545)
subgrp (p. 1545)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

rds:BackupTarget (p. 1546)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
ソース DB インスタンスのリード 書き込み
CreateDBInstanceReadReplica
レプリカとして動作する DB イン
スタンスを作成するためのアク
セス許可を付与

db* (p. 1544)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource

og* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

新しい DB パラメータグループを 書き込み
CreateDBParameterGroup
作成する許可を付与。

pg* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

データベースプロキシを作成す
CreateDBProxy る許可を付与。

書き込み

aws:RequestTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

データベースプロキシエンドポ
CreateDBProxyEndpoint
イントを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

proxy* (p. 1545)
proxyendpoint* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
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アクション

説明

DB セキュリティグループを作
CreateDBSecurityGroup
成する許可を付与。DB セキュリ
ティグループは、DB インスタン
スへのアクセスを制御します。

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

rds:AddTagsToResource

secgrp* (p. 1545)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

DBSnapshot を作成する許可を付 書き込み
CreateDBSnapshot
与。

db* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource

snapshot* (p. 1545)
rds:BackupTarget (p. 1546)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

新しい DB サブネットグループを 書き込み
CreateDBSubnetGroup
作成する許可を付与。

subgrp* (p. 1545)

rds:AddTagsToResource

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

RDS イベント通知サブスクリプ
CreateEventSubscription
ションを作成する許可を付与。

書き込み

es* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)

複数のリージョンにまたがる
CreateGlobalCluster
Aurora グローバルデータベース
を作成する許可を付与。

書き込み

新しいオプショングループを作
CreateOptionGroup
成する許可を付与。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
クロスリージョンスナップ
CrossRegionCommunication
ショットコピーやクロスリー
[アクセス許可
ジョンリードレプリカの作成な
のみ]
ど、クロスリージョンオペレー
ションを実行するときにリモー
トリージョン内のリソースにア
クセスする許可を付与。

書き込み

既存のカスタムエンジンバー
DeleteCustomDBEngineVersion
ジョンを削除するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

cev* (p. 1545)

以前にプロビジョニングされた
DeleteDBCluster DB クラスターを削除する許可を
付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

カスタムエンドポイントを
DeleteDBClusterEndpoint
削除するアクセス許可を付与
し、Amazon Aurora DB クラス
ターから削除します。

書き込み

clusterendpoint* (p. 1544)

指定された DB クラスターパラ
DeleteDBClusterParameterGroup
メータグループを削除する許可
を付与。

書き込み

clusterpg* (p. 1544)

DB クラスタースナップショット
DeleteDBClusterSnapshot
を削除する許可を付与。

書き込み

clustersnapshot* (p. 1544)

以前にプロビジョニングされた
DeleteDBInstanceDB インスタンスを削除する許可
を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

clustersnapshot* (p. 1544)

ソースインスタンスの
書き込み
DeleteDBInstanceAutomatedBackup
DbiResourceId 値または復元可能
なインスタンスのリソース ID に
基づいて、自動バックアップを
削除する許可を付与。
指定された DBParameterGroup
DeleteDBParameterGroup
を削除する許可を付与。

書き込み

pg* (p. 1544)

データベースプロキシを削除す
る許可を付与。

書き込み

proxy* (p. 1545)

DeleteDBProxy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データベースプロキシエンドポ
DeleteDBProxyEndpoint
イントを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

proxyendpoint* (p. 1545)

DB セキュリティグループを削除
DeleteDBSecurityGroup
する許可を付与。

書き込み

secgrp* (p. 1545)

DBSnapshot を削除する許可を付 書き込み
DeleteDBSnapshot
与。

snapshot* (p. 1545)

DB サブネットグループを削除す
DeleteDBSubnetGroup
る許可を付与。

書き込み

subgrp* (p. 1545)

RDS イベント通知サブスクリプ
DeleteEventSubscription
ションを削除する許可を付与。

書き込み

es* (p. 1544)

グローバルデータベースクラス
DeleteGlobalCluster
ターを削除する許可を付与。

書き込み

globalcluster* (p. 1544)

既存のオプショングループを削
DeleteOptionGroup
除する許可を付与。

書き込み

og* (p. 1544)

データベースプロキシターゲッ
DeregisterDBProxyTargets
トグループからターゲットを削
除する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)
db* (p. 1544)
proxy* (p. 1545)
targetgroup* (p. 1545)

お客様のアカウントの属性をす
DescribeAccountAttributes
べて一覧表示する許可を付与。

リスト

現在の AWS アカウント のため
リスト
DescribeCertificates
に Amazon RDS により提供され
た CA 証明書のセットを、リスト
するためのアクセス許可を付与
DB クラスターのバックトラック
DescribeDBClusterBacktracks
に関する情報を返すアクセス許
可を付与

リスト

cluster* (p. 1543)

Amazon Aurora DB クラスターの リスト
DescribeDBClusterEndpoints
エンドポイントに関する情報を
返すアクセス許可を付与

clusterendpoint* (p. 1544)

DBClusterParameterGroup の説
DescribeDBClusterParameterGroups
明のリストを返すアクセス許可
を付与

リスト

clusterpg* (p. 1544)

特定の DB クラスターパラメータ リスト
DescribeDBClusterParameters
グループの詳細なパラメータリ
ストを返すアクセス許可を付与

clusterpg* (p. 1544)
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cluster (p. 1543)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

手動の DB クラスタースナップ
リスト
DescribeDBClusterSnapshotAttributes
ショットの DB クラスタースナッ
プショットの属性名と値のリス
トを返すアクセス許可を付与

clustersnapshot* (p. 1544)

DB クラスターのスナップショッ
DescribeDBClusterSnapshots
トに関する情報を返すアクセス
許可を付与

リスト

clustersnapshot* (p. 1544)

プロビジョニングされた Aurora
DescribeDBClusters
DB クラスターに関する情報を返
すアクセス許可を付与

リスト

cluster* (p. 1543)

使用可能な DB エンジンのリスト リスト
DescribeDBEngineVersions
を返すアクセス許可を付与
現在のインスタンスと削除され
DescribeDBInstanceAutomatedBackups
たインスタンスの両方につい
て、自動バックアップのリスト
を返すアクセス許可を付与

リスト

db (p. 1544)

プロビジョニングされた RDS イ
DescribeDBInstances
ンスタンスに関する情報を返す
アクセス許可を付与

リスト

db* (p. 1544)

DB インスタンスの DB ログファ
DescribeDBLogFiles
イルのリストを返すアクセス許
可を付与

リスト

db* (p. 1544)

DBParameterGroup の説明のリ
DescribeDBParameterGroups
ストを返すアクセス許可を付与

リスト

pg* (p. 1544)

特定の DB パラメータグループの リスト
DescribeDBParameters
詳細なパラメータリストを返す
アクセス許可を付与

pg* (p. 1544)

プロキシを表示する許可を付
DescribeDBProxies
与。

リスト

proxy* (p. 1545)

プロキシエンドポイントを表示
DescribeDBProxyEndpoints
するアクセス許可を付与

リスト

proxy* (p. 1545)

データベースプロキシターゲッ
DescribeDBProxyTargetGroups
トグループの詳細を表示する許
可を付与。

リスト

proxy* (p. 1545)

データベースプロキシターゲッ
DescribeDBProxyTargets
トの詳細を表示する許可を付
与。

リスト

cluster* (p. 1543)

proxyendpoint* (p. 1545)

db* (p. 1544)
proxy* (p. 1545)
targetgroup* (p. 1545)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DBSecurityGroup の説明のリス
DescribeDBSecurityGroups
トを返すアクセス許可を付与

リスト

secgrp* (p. 1545)

手動 DB スナップショットの DB
DescribeDBSnapshotAttributes
スナップショットの属性名と値
のリストを返すアクセス許可を
付与

リスト

snapshot* (p. 1545)

DB スナップショットに関する情
DescribeDBSnapshots
報を返すアクセス許可を付与

リスト

snapshot* (p. 1545)

DBSubnetGroup の説明のリスト
DescribeDBSubnetGroups
を返すアクセス許可を付与

リスト

クラスターのデータベースエン
DescribeEngineDefaultClusterParameters
ジンのデフォルトのエンジンお
よびシステムパラメータ情報を
返すアクセス許可を付与

リスト

指定されたデータベースエンジ
DescribeEngineDefaultParameters
ンのデフォルトのエンジンおよ
びシステムパラメータ情報を返
すアクセス許可を付与

リスト

すべてのイベントソースタイプ
DescribeEventCategories
か、指定されている場合は、指
定されたソースタイプのイベン
トカテゴリのリストを表示する
許可を付与。

リスト

お客様アカウントのサブスクリ
DescribeEventSubscriptions
プションの説明をすべて表示す
る許可を付与。

リスト

DB インスタンス、DB セキュ
DescribeEvents リティグループ、DB スナップ
ショット、DB パラメータグルー
プに関連する過去 14 日間のイベ
ントを返すアクセス許可を付与

リスト

エクスポートタスクに関する情
DescribeExportTasks
報を返すアクセス許可を付与

リスト

Aurora グローバルデータベース
DescribeGlobalClusters
クラスターに関する情報を返す
アクセス許可を付与

リスト

globalcluster* (p. 1544)

使用可能なすべてのオプション
DescribeOptionGroupOptions
を記述する許可を付与。

リスト

og* (p. 1544)

使用可能なオプショングループ
DescribeOptionGroups
を記述する許可を付与。

リスト

og* (p. 1544)
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db (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)

es* (p. 1544)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたエンジンの注文可能
リスト
DescribeOrderableDBInstanceOptions
な DB インスタンスオプションの
リストを返すアクセス許可を付
与
少なくとも 1 つの保留中のメ
DescribePendingMaintenanceActions
ンテナンスアクションを含むリ
ソース (例: DB インスタンス) の
リストを返すアクセス許可を付
与

リスト

推奨事項グループに関する情報
DescribeRecommendationGroups
を返すためのアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

読み込み

推奨事項に関する情報を返すた
DescribeRecommendations
めのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

cluster (p. 1543)
db (p. 1544)

このアカウントのリザーブド DB リスト
DescribeReservedDBInstances
インスタンス、または指定され
たリザーブド DB インスタンスに
関する情報を返すアクセス許可
を付与

ri* (p. 1545)

利用可能なリザーブド DB インス リスト
DescribeReservedDBInstancesOfferings
タンスを一覧表示する許可を付
与。
現在の AWS リージョン がリー
DescribeSourceRegions
ドレプリカの作成元にできる、
または DB スナップショットの
コピー元にできる、ソース AWS
リージョン のリストを返すアク
セス許可を付与

リスト

DB インスタンスに対して実行可
DescribeValidDBInstanceModifications
能な変更を一覧表示する許可を
付与。

リスト

db* (p. 1544)

指定されたログファイルをダウ
DownloadCompleteDBLogFile
ンロードする許可を付与

読み込み

db* (p. 1544)

指定されたログファイルのすべ
DownloadDBLogFilePortion
てまたは一部 (最大サイズは 1
MB) をダウンロードする許可を
付与。

読み込み

db* (p. 1544)

DB クラスターのフェイルオー
FailoverDBClusterバーを強制する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

グローバルクラスターをフェイ
FailoverGlobalCluster
ルオーバーする許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1543)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
globalcluster* (p. 1544)

Amazon RDS リソースのすべて
ListTagsForResource
のタグを一覧表示する許可を付
与。

読み取り

cev (p. 1545)
cluster (p. 1543)
clusterendpoint (p. 1544)
clusterpg (p. 1544)
clustersnapshot (p. 1544)
db (p. 1544)
es (p. 1544)
og (p. 1544)
pg (p. 1544)
proxy (p. 1545)
proxyendpoint (p. 1545)
ri (p. 1545)
secgrp (p. 1545)
snapshot (p. 1545)
subgrp (p. 1545)
targetgroup (p. 1545)

データベースアクティビティス
ModifyActivityStream
トリームを変更する許可を付与

書き込み

db* (p. 1544)

新しい DB インスタンスの
書き込み
ModifyCertificatesAmazon RDS のシステムの
デフォルトの Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security
(SSL/TLS) 証明書を変更する許可
を付与
Amazon Aurora Severless DB ク
ModifyCurrentDBClusterCapacity
ラスターの現在のクラスター容
量を変更する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

既存のカスタムエンジンバー
ModifyCustomDBEngineVersion
ジョンを変更するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

cev* (p. 1545)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Aurora DB クラスターの 書き込み
ModifyDBCluster 設定を変更する許可を付与。

cluster* (p. 1543)

依存アク
ション
iam:PassRole
rds:ModifyDBInstance

clusterpg* (p. 1544)
og* (p. 1544)
rds:DatabaseClass (p. 1546)
rds:StorageSize (p. 1546)
rds:Piops (p. 1546)
Amazon Aurora DB クラスターの 書き込み
ModifyDBClusterEndpoint
エンドポイントのプロパティを
変更する許可を付与。

clusterendpoint* (p. 1544)

DB クラスターのパラメータグ
ModifyDBClusterParameterGroup
ループのパラメータを変更する
許可を付与。

clusterpg* (p. 1544)

書き込み

属性および値を、手動 DB クラス 書き込み
ModifyDBClusterSnapshotAttribute
タースナップショットに追加す
るか、ここから属性および値を
削除する許可を付与。

clustersnapshot* (p. 1544)

DB インスタンスの設定を変更す
ModifyDBInstanceる許可を付与。

db* (p. 1544)

書き込み

iam:PassRole

og* (p. 1544)
pg* (p. 1544)
secgrp* (p. 1545)

DB パラメータグループのパラ
ModifyDBParameterGroup
メータを変更する許可を付与。

書き込み

pg* (p. 1544)

データベースプロキシを変更す
る許可を付与。

書き込み

proxy* (p. 1545)

データベースプロキシエンドポ
ModifyDBProxyEndpoint
イントを変更するアクセス許可
を付与

書き込み

proxyendpoint* (p. 1545)

データベースプロキシのター
ModifyDBProxyTargetGroup
ゲットグループを変更する許可
を付与。

書き込み

targetgroup* (p. 1545)

ModifyDBProxy

暗号化可能かどうかにかかわら
書き込み
ModifyDBSnapshot
ず、手動の DB スナップショット
を新しいエンジンバージョンで
更新する許可を付与。
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snapshot* (p. 1545)

iam:PassRole

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

属性および値を、手動 DB スナッ 書き込み
ModifyDBSnapshotAttribute
プショットに追加するか、ここ
から属性および値を削除する許
可を付与。

snapshot* (p. 1545)

既存の DB サブネットグループを 書き込み
ModifyDBSubnetGroup
変更する許可を付与。

subgrp* (p. 1545)

既存の RDS イベント通知サブス
ModifyEventSubscription
クリプションを変更する許可を
付与。

書き込み

es* (p. 1544)

Amazon Aurora グローバルクラ
ModifyGlobalCluster
スターの設定を変更する許可を
付与。

書き込み

globalcluster* (p. 1544)

既存のオプショングループを変
ModifyOptionGroup
更する許可を付与。

書き込み

og* (p. 1544)

推奨事項を変更するためのアク
ModifyRecommendation
セス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

iam:PassRole

リードレプリカ DB インスタンス 書き込み
PromoteReadReplica
をスタンドアロン DB インスタン
スに昇格させるアクセス許可を
付与

db* (p. 1544)

リードレプリカ DB クラスターを 書き込み
PromoteReadReplicaDBCluster
スタンドアロン DB クラスターに
昇格させるアクセス許可を付与

cluster* (p. 1543)

リザーブド DB インスタンスを購 書き込み
PurchaseReservedDBInstancesOffering
入する許可を付与。

ri* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)

以前にプロビジョニングされた
RebootDBCluster DB クラスターを再起動する許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 1543)

データベースエンジンサービス
RebootDBInstanceを再起動する許可を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

データベースプロキシターゲッ
RegisterDBProxyTargets
トグループにターゲットを追加
する許可を付与。

書き込み

targetgroup* (p. 1545)

Aurora グローバルデータベース
RemoveFromGlobalCluster
クラスターから Aurora セカンダ
リクラスターをデタッチする許
可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)
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globalcluster* (p. 1544)

rds:RebootDBInstance

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Aurora DB クラスター
RemoveRoleFromDBCluster
から AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの関連
付けを解除するアクセス許可を
付与

書き込み

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole

DB インスタンスから AWS
RemoveRoleFromDBInstance
Identity and Access Management
(IAM) ロールの関連付けを解除す
るアクセス許可を付与

書き込み

db* (p. 1544)

iam:PassRole

既存の RDS イベント通知サブス
RemoveSourceIdentifierFromSubscription
クリプションからソース識別子
を削除する許可を付与。

書き込み

es* (p. 1544)

Amazon RDS リソースからメタ
RemoveTagsFromResource
データタグを削除する許可を付
与。

タグ付け

cev (p. 1545)
cluster (p. 1543)
clusterendpoint (p. 1544)
clusterpg (p. 1544)
clustersnapshot (p. 1544)
db (p. 1544)
es (p. 1544)
og (p. 1544)
pg (p. 1544)
proxy (p. 1545)
proxyendpoint (p. 1545)
ri (p. 1545)
secgrp (p. 1545)
snapshot (p. 1545)
subgrp (p. 1545)
targetgroup (p. 1545)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
DB クラスターパラメータグルー
ResetDBClusterParameterGroup
プのパラメータをデフォルト値
に変更する許可を付与。

書き込み

clusterpg* (p. 1544)

DB パラメータグループのパラ
ResetDBParameterGroup
メータをエンジン/システムのデ
フォルト値に変更する許可を付
与。

書き込み

pg* (p. 1544)

Amazon S3 バケットに格納され 書き込み
RestoreDBClusterFromS3
たデータから Amazon Aurora DB
クラスターを作成する許可を付
与。

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource

clusterpg* (p. 1544)
og* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
rds:DatabaseEngine (p. 1546)
rds:DatabaseName (p. 1546)
rds:StorageEncrypted (p. 1546)

DB クラスタースナップショット 書き込み
RestoreDBClusterFromSnapshot
から新しい DB クラスターを作成
する許可を付与。

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource
rds:CreateDBInstance

clusterpg* (p. 1544)
clustersnapshot* (p. 1544)
og* (p. 1544)

1540

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

subgrp* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
rds:DatabaseClass (p. 1546)
rds:StorageSize (p. 1546)
rds:Piops (p. 1546)
DB クラスターを任意の時点に復
RestoreDBClusterToPointInTime
元する許可を付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource
rds:CreateDBInstance

clusterpg* (p. 1544)
og* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
rds:DatabaseClass (p. 1546)
rds:StorageSize (p. 1546)
rds:Piops (p. 1546)
DB スナップショットから新しい
RestoreDBInstanceFromDBSnapshot
DB インスタンスを作成する許可
を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

rds:AddTagsToResource
og* (p. 1544)
pg* (p. 1544)
snapshot* (p. 1545)
subgrp* (p. 1545)
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iam:PassRole

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

rds:BackupTarget (p. 1546)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
Amazon S3 バケットから新しい
RestoreDBInstanceFromS3
DB インスタンスを作成する許可
を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource

og* (p. 1544)
pg* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
DB インスタンスを任意の時点に
RestoreDBInstanceToPointInTime
復元する許可を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

iam:PassRole
rds:AddTagsToResource

og* (p. 1544)
pg* (p. 1544)
subgrp* (p. 1545)
rds:BackupTarget (p. 1546)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1545)
aws:TagKeys (p. 1546)
rds:reqtag/
${TagKey} (p. 1547)
以前に承認された IP 範囲の
RevokeDBSecurityGroupIngress
DBSecurityGroup、または EC2
か VPC のセキュリティグループ
の進入を取り消すアクセス許可
を付与
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書き込み

secgrp* (p. 1545)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクティビティストリームを開
StartActivityStream
始する許可を付与。

書き込み

StartDBCluster DB クラスターを開始するための
アクセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1543)

DB インスタンスを起動する許可
StartDBInstance を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

別の AWS リージョン への自動
StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication
バックアップのレプリケーショ
ンを開始するアクセス許可を付
与

書き込み

db* (p. 1544)

DB スナップショットの新しいエ
StartExportTask クスポートタスクを開始する許
可を付与。

書き込み

アクティビティストリームを停
StopActivityStream
止する許可を付与。

書き込み

StopDBCluster

DB クラスターを停止する許可を
付与。

書き込み

cluster* (p. 1543)

DB インスタンスを停止する許可
StopDBInstance を付与。

書き込み

db* (p. 1544)

DB インスタンスの自動バック
StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication
アップレプリケーションを停止
する許可を付与

書き込み

db* (p. 1544)

リードレプリカを切り替える許
SwitchoverReadReplica
可を付与し、新しいプライマリ
データベースにします

書き込み

db* (p. 1544)

依存アク
ション

cluster (p. 1543)
db (p. 1544)

iam:PassRole

cluster (p. 1543)
db (p. 1544)

Amazon RDS で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1524)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cluster:${DbClusterInstanceName}

rds:cluster-tag/
${TagKey} (p. 1546)
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リソースタイプ ARN

条件キー

clusterendpoint

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cluster-endpoint:
${DbClusterEndpoint}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

cluster-pg

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cluster-pg:
${ClusterParameterGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cluster-snapshot:
${ClusterSnapshotName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:db:${DbInstanceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

clustersnapshot

db

rds:cluster-pg-tag/
${TagKey} (p. 1546)

rds:cluster-snapshottag/${TagKey} (p. 1546)

rds:DatabaseClass (p. 1546)
rds:DatabaseEngine (p. 1546)
rds:DatabaseName (p. 1546)
rds:MultiAz (p. 1546)
rds:Piops (p. 1546)
rds:StorageEncrypted (p. 1546)
rds:StorageSize (p. 1546)
rds:Vpc (p. 1546)
rds:db-tag/
${TagKey} (p. 1546)
es

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:es:${SubscriptionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:es-tag/
${TagKey} (p. 1547)

global-cluster

arn:${Partition}:rds::${Account}:globalcluster:${GlobalCluster}

og

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:og:${OptionGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:og-tag/
${TagKey} (p. 1547)

pg

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:pg:${ParameterGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:pg-tag/
${TagKey} (p. 1547)
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リソースタイプ ARN

条件キー

proxy

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:db-proxy:${DbProxyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

proxy-endpoint

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:db-proxy-endpoint:
${DbProxyEndpointId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

ri

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:ri:${ReservedDbInstanceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:ri-tag/
${TagKey} (p. 1547)

secgrp

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:secgrp:${SecurityGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:secgrp-tag/
${TagKey} (p. 1547)

snapshot

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:snapshot:${SnapshotName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:snapshot-tag/
${TagKey} (p. 1547)

subgrp

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:subgrp:${SubnetGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)
rds:subgrp-tag/
${TagKey} (p. 1547)

target

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:target:${TargetId}

target-group

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:target-group:${TargetGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

cev

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cev:${Engine}/${EngineVersion}/
${CustomDbEngineVersionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1546)

Amazon RDS の条件キー
Amazon RDS では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアによるアクセスを
フィルタリングします。

文字列
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条件キー

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグのキーおよび値のペアに
よってアクセスをフィルタリングします。

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのセットでアクセスをフィルタリン
グします。

ArrayOfString

rds:BackupTarget

バックアップターゲットのタイプでアクセスをフィルタリン
グします。地域および辺境の地：のいづれか

文字列

DB インスタンスクラスのタイプでアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

rds:DatabaseClass

データベースエンジンでアクセスをフィルタリングします。
rds:DatabaseEngine 可能な値については、CreateDBInstance API のエンジンパラ
メータを参照してください。

文字列

DB インスタンス上のデータベースのユーザー定義名でアク
rds:DatabaseName セスをフィルタリングします。

文字列

rds:EndpointType

エンドポイントのタイプでアクセスをフィルタリングしま
す。READER、WRITER、CUSTOM のいずれか。

文字列

rds:MultiAz

DB インスタンスが複数のアベイラビリティーゾーンで実行
されるかどうかを指定する値でアクセスをフィルタリングし
ます。DB インスタンスがマルチ AZ を使用していることを示
すには、true を指定します。

Bool

rds:Piops

インスタンスでサポートされているプロビジョンド IOPS
(PIOPS) の数を含む値でアクセスをフィルタリングしま
す。PIOPS が有効になっていない DB インスタンスを示すに
は、0 を指定します。

数値

DB インスタンスストレージを暗号化するかどうかを指定す
rds:StorageEncryptedる値でアクセスをフィルタリングします。ストレージの暗号
化を適用するには、true を指定します。

Bool

rds:StorageSize

ストレージボリュームのサイズ (GB 単位) でアクセスをフィ
ルタリングします。

数値

rds:Vpc

DB インスタンスを Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) で実行するかどうかを指定する値でアクセスをフィル
タリングします。DB インスタンスが Amazon VPC で実行さ
れていることを示すには、true を指定します。

Bool

rds:cluster-pg-tag/
${TagKey}

DB クラスターパラメータグループにアタッチされたタグで
アクセスをフィルタリングします。

文字列

rds:clustersnapshot-tag/
${TagKey}

DB クラスタースナップショットにアタッチされたタグでア
クセスをフィルタリングします。

文字列

rds:cluster-tag/
${TagKey}

DB クラスターにアタッチされたタグでアクセスをフィルタ
リングします。

文字列

rds:db-tag/
${TagKey}

DB インスタンスにアタッチされたタグでアクセスをフィル
タリングします。

文字列

1546

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon RDS Data API

条件キー

説明

タイプ

rds:es-tag/
${TagKey}

イベントサブスクリプションにアタッチされたタグでアクセ
スをフィルタリングします。

文字列

rds:og-tag/
${TagKey}

DB オプショングループにアタッチされたタグでアクセスを
フィルタリングします

文字列

rds:pg-tag/
${TagKey}

DB パラメータグループにアタッチされたタグでアクセスを
フィルタリングします。

文字列

rds:req-tag/
${TagKey}

リソースにタグを付けるために使用できるタグキーと値の
セットでアクセスをフィルタリングします。

文字列

rds:ri-tag/
${TagKey}

リザーブド DB インスタンスにアタッチされたタグでアクセ
スをフィルタリングします。

文字列

rds:secgrp-tag/
${TagKey}

DB セキュリティグループにアタッチされたタグでアクセス
をフィルタリングします。

文字列

rds:snapshot-tag/
${TagKey}

DB スナップショットにアタッチされたタグでアクセスを
フィルタリングします

文字列

rds:subgrp-tag/
${TagKey}

DB サブネットグループにアタッチされたタグでアクセスを
フィルタリングします。

文字列

Amazon RDS Data API のアクション、リソース、お
よび条件キー
Amazon RDS Data API (サービスプレフィックス: rds-data) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon RDS Data API で定義されるアクション (p. 1547)
• Amazon RDS Data API で定義されるリソースタイプ (p. 1549)
• Amazon RDS Data API の条件キー (p. 1549)

Amazon RDS Data API で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

データの配列に対してバッチ
BatchExecuteStatement
SQL ステートメントを実行する
権限を付与します。

書き込み

依存アク
ション

cluster* (p. 1549)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)

SQL トランザクションを開始す
BeginTransaction る権限を付与します。

書き込み

cluster* (p. 1549)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)

BeginTransaction オペレーショ
CommitTransaction
ンで開始された SQL トランザク
ションを終了し、変更を確定す
る権限を付与します。

書き込み

cluster* (p. 1549)

rdsdata:BeginTransaction

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)

ExecuteSql

1 つ以上の SQL ステートメント
を実行する権限を付与します。
このオペレーションは非推奨で
す。BatchExecuteStatement ま
たは ExecuteStatement オペレー
ションを使用します。

書き込み

データベースに対して SQL 文を
ExecuteStatement実行する権限を付与します。

書き込み

cluster* (p. 1549)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)
cluster* (p. 1549)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)

トランザクションのロールバッ
RollbackTransaction
クを実行する権限を付与しま
す。トランザクションをロール
バックすると変更はキャンセル
されます。

書き込み

cluster* (p. 1549)

rdsdata:BeginTransaction

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)
aws:TagKeys (p. 1549)
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Amazon RDS Data API で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1547)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1549)

arn:${Partition}:rds:${Region}:
${Account}:cluster:${DbClusterInstanceName}

aws:TagKeys (p. 1549)

Amazon RDS Data API の条件キー
Amazon RDS Data API では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグキーでアクセスをフィルタリ
ングします

ArrayOfString

Amazon RDS IAM 認証のアクション、リソース、条
件キー
Amazon RDS IAM 認証 (サービスプレフィックス: rds-db) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon RDS IAM 認証によって定義されたアクション (p. 1550)
• Amazon RDS IAM 認証で定義されるリソースタイプ (p. 1550)
• Amazon RDS IAM 認証の条件キー (p. 1550)
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Amazon RDS IAM 認証によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

connect

IAM ロールまたはユーザーが
RDS データベースに接続するこ
とを許可する

Permissions dbmanagement user* (p. 1550)

依存アク
ション

Amazon RDS IAM 認証で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1550)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
db-user

条件キー

arn:${Partition}:rds-db:${Region}:
${Account}:dbuser:${DbiResourceId}/
${DbUserName}

Amazon RDS IAM 認証の条件キー
RDS IAM 認証には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS ごみ箱 のアクション、リソース、および条件
キー
AWS ごみ箱 (サービスプレフィックス: rbin) では、以下のサービス固有のリソース、アクション、およ
び条件コンテキストキーが用意されており、IAM 許可ポリシーでの使用が可能です。
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リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS ごみ箱で定義されるアクション (p. 1551)
• AWS ごみ箱で定義されるリソースタイプ (p. 1552)
• AWS ごみ箱の条件キー (p. 1553)

AWS ごみ箱で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateRule

ごみ箱の保持ルールを作成する
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

rule* (p. 1553)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1553)
aws:TagKeys (p. 1553)
rbin:Request/
ResourceType (p. 1553)

DeleteRule

ごみ箱保持ルールを削除するア
クセス許可を付与

書き込み

rule* (p. 1553)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)

GetRule

ごみ箱保持ルールに関する詳細
情報を取得するアクセス許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)
ListRules

リージョン内のごみ箱保持ルー
ルを一覧表示するアクセス許可
を付与

読み込み

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み込み

rbin:Request/
ResourceType (p. 1553)
rule* (p. 1553)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)

TagResource

リソースのタグを追加または更
新する許可を付与

タグ付け

rule* (p. 1553)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1553)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
aws:TagKeys (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)

リソースに関連付けられている
UntagResource タグを削除する許可を付与

タグ付け

rule* (p. 1553)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
aws:TagKeys (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)

UpdateRule

既存のごみ箱保持ルールを更新
するアクセス許可を付与

書き込み

rule* (p. 1553)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)
rbin:Attribute/
ResourceType (p. 1553)

AWS ごみ箱で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1551)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

rule

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1553)

arn:${Partition}:rbin:${Region}:
${Account}:rule/${ResourceName}

AWS ごみ箱の条件キー
AWS ゴミ箱 は、IAMポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。これらのキー
を使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の表の列
の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値でアクセスをフィルター

文字列

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスによっ
てアクションをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

rbin:Attribute/
ResourceType

既存のルールのリソースタイプでアクセスをフィルタリング

文字列

rbin:Request/
ResourceType

リクエスト内のリソースでアクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

Amazon Redshift のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Redshift (サービスプレフィックス: redshift) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Redshift で定義されるアクション (p. 1554)
• Amazon Redshift で定義されるリソースタイプ (p. 1566)
• Amazon Redshift の条件キー (p. 1568)
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Amazon Redshift で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

設定を変更せずに DC1 リザーブ
AcceptReservedNodeExchange
ドノードを DC2 リザーブドノー
ドと交換する許可を付与

書き込み

AddPartner

パートナー統合をクラスターに
追加する許可を付与

書き込み

コンシューマーをデータシェア
AssociateDataShareConsumer
に関連付ける許可を付与

書き込み

依存アク
ション

datashare* (p. 1566)
redshift:ConsumerArn (p. 1568)

Amazon Redshift セキュリティグ 書き込み
AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
ループにインバウンド（進入）
ルールを追加する許可を付与

securitygroup* (p. 1567)
securitygroupingressec2securitygroup* (p. 1567)

指定されたデータシェアのコン
AuthorizeDataShare
シューマーにデータシェアの使
用を許可する許可を付与

経営へのア datashare* (p. 1566)
クセス権
redshift:ConsumerIdentifier (p. 1568)

redshift マネージド vpc エンドポ
AuthorizeEndpointAccess
イントのエンドポイント関連の
アクティビティを認可する許可
を付与

経営へのア
クセス権

指定された AWS アカウント に
AuthorizeSnapshotAccess
スナップショットを復元する許
可を付与

Permissions snapshot* (p. 1567)
management

最大 100 サイズのバッチでス
BatchDeleteClusterSnapshots
ナップショットを削除する許可
を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)

スナップショットのリストの設
BatchModifyClusterSnapshots
定を変更する許可を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelQuery
[アクセス許可
のみ]

Amazon Redshift コンソールを使 書き込み
用してクエリをキャンセルする
許可を付与

依存アク
ション

Amazon Redshift コンソールでク 書き込み
CancelQuerySession
エリを確認する許可を付与
[アクセス許可
のみ]
CancelResize

サイズ変更操作をキャンセルす
る許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

クラスタースナップショットを
CopyClusterSnapshot
コピーする許可を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift 認証プロファイ 書き込み
CreateAuthenticationProfile
ルを作成する許可を付与
CreateCluster

クラスターを作成する許可を付
与

書き込み

cluster* (p. 1566)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift パラメータグ
CreateClusterParameterGroup
ループを作成する許可を付与

書き込み

parametergroup* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift セキュリティグ 書き込み
CreateClusterSecurityGroup
ループを作成する許可を付与

securitygroup* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

指定したクラスターの手動ス
CreateClusterSnapshot
ナップショットを作成する許可
を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift サブネットグ
CreateClusterSubnetGroup
ループを作成する許可を付与

書き込み

subnetgroup* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された Amazon Redshift
CreateClusterUserユーザーが存在しない場合に、
自動的に作成する許可を付与

経営へのア dbuser* (p. 1567)
クセス権
redshift:DbUser (p. 1568)

redshift マネージドエンドポイン
CreateEndpointAccess
トを作成する許可を付与

書き込み

Amazon Redshift イベント通知サ 書き込み
CreateEventSubscription
ブスクリプションを作成する許
可を付与

eventsubscription* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

クラスターが HSM への接続に使
CreateHsmClientCertificate
用する HSM クライアント証明書
を作成する許可を付与

書き込み

hsmclientcertificate* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

ハードウェアセキュリティモ
CreateHsmConfiguration
ジュール (HSM) においてクラス
ターがデータベース暗号化キー
を保存または使用する際に必要
とする情報を含んだ HSM 設定を
作成する許可を付与。

書き込み

hsmconfiguration* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift コンソールを使 書き込み
CreateSavedQuery
用して、保存された SQL クエリ
[アクセス許可
を作成する許可を付与
のみ]
Amazon Redshift のスケジュール 書き込み
CreateScheduledAction
されたアクションを作成する許
可を付与
スナップショットコピー許可を
CreateSnapshotCopyGrant
作成し、コピー先の AWS リー
ジョン でコピーしたスナップ
ショットを暗号化する許可を付
与

Permissions snapshotcopygrant* (p. 1567)
management
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)

スナップショットスケジュール
CreateSnapshotSchedule
を作成する許可を付与

書き込み

aws:TagKeys (p. 1568)
snapshotschedule* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

CreateTags

指定したリソースに 1 つ以上の
タグを追加する許可を付与

タグ付け

cluster (p. 1566)
dbgroup (p. 1567)
dbname (p. 1567)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

dbuser (p. 1567)
eventsubscription (p. 1567)
hsmclientcertificate (p. 1567)
hsmconfiguration (p. 1567)
parametergroup (p. 1567)
securitygroup (p. 1567)
securitygroupingresscidr (p. 1567)
securitygroupingressec2securitygroup (p. 1567)
snapshot (p. 1567)
snapshotcopygrant (p. 1567)
snapshotschedule (p. 1567)
subnetgroup (p. 1567)
usagelimit (p. 1568)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)
使用制限を作成するためのアク
CreateUsageLimitセス許可を付与

書き込み

usagelimit* (p. 1568)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

指定したデータ共有のコン
DeauthorizeDataShare
シューマーからデータ共有を使
用する許可を削除する許可を付
与

経営へのア datashare* (p. 1566)
クセス権
redshift:ConsumerIdentifier (p. 1568)

Amazon Redshift 認証プロファイ 書き込み
DeleteAuthenticationProfile
ルを削除する許可を付与
DeleteCluster

以前にプロビジョニングされた
クラスターを削除する許可を付
与

書き込み

cluster* (p. 1566)

Amazon Redshift パラメータグ
DeleteClusterParameterGroup
ループを削除する許可を付与

書き込み

parametergroup* (p. 1567)

Amazon Redshift セキュリティグ 書き込み
DeleteClusterSecurityGroup
ループを削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

手動スナップショットを削除す
DeleteClusterSnapshot
る許可を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)

クラスターサブネットグループ
DeleteClusterSubnetGroup
を削除する許可を付与

書き込み

subnetgroup* (p. 1567)

redshift マネージドエンドポイン
DeleteEndpointAccess
トを削除する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

Amazon Redshift イベント通知サ 書き込み
DeleteEventSubscription
ブスクリプションを削除する許
可を付与

eventsubscription* (p. 1567)

HSM クライアント証明書を削除
DeleteHsmClientCertificate
する許可を付与

書き込み

hsmclientcertificate* (p. 1567)

Amazon Redshift HSM 設定を削
DeleteHsmConfiguration
除する許可を付与

書き込み

hsmconfiguration* (p. 1567)

DeletePartner

書き込み

クラスターからパートナー統合
を削除する許可を付与

Amazon Redshift コンソールを介 書き込み
DeleteSavedQueries
して保存された SQL クエリを削
[アクセス許可
除する許可を付与
のみ]
Amazon Redshift のスケジュール 書き込み
DeleteScheduledAction
されたアクションを削除する許
可を付与
スナップショットコピー許可を
DeleteSnapshotCopyGrant
削除する許可を付与

書き込み

snapshotcopygrant* (p. 1567)

スナップショットスケジュール
DeleteSnapshotSchedule
を削除する許可を付与

書き込み

snapshotschedule* (p. 1567)

DeleteTags

タグ付け

cluster (p. 1566)

リソースから 1 つまたは複数の
タグを削除する許可を付与

dbgroup (p. 1567)
dbname (p. 1567)
dbuser (p. 1567)
eventsubscription (p. 1567)
hsmclientcertificate (p. 1567)
hsmconfiguration (p. 1567)
parametergroup (p. 1567)
securitygroup (p. 1567)
securitygroupingresscidr (p. 1567)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

securitygroupingressec2securitygroup (p. 1567)
snapshot (p. 1567)
snapshotcopygrant (p. 1567)
snapshotschedule (p. 1567)
subnetgroup (p. 1567)
usagelimit (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)
使用制限を削除するためのアク
DeleteUsageLimit セス許可を付与

書き込み

指定された AWS アカウント に
DescribeAccountAttributes
アタッチされた属性を記述する
許可を付与

読み取り

作成された Amazon Redshift 認
DescribeAuthenticationProfiles
証プロファイルの詳細を取得す
る許可を付与

読み取り

クラスターのデータベースリビ
DescribeClusterDbRevisions
ジョンを記述する許可を付与

リスト

Amazon Redshift パラメータグ
DescribeClusterParameterGroups
ループ（自分で作成したパラ
メータグループとデフォルトの
パラメータグループを含む）を
記述する許可を付与

読み取り

Amazon Redshift パラメータグ
DescribeClusterParameters
ループに含まれるパラメータを
記述する許可を付与

読み取り

Amazon Redshift セキュリティグ 読み取り
DescribeClusterSecurityGroups
ループを記述する許可を付与
クラスタースナップショットに
DescribeClusterSnapshots
関するメタデータを含む 1 つ以
上のスナップショットオブジェ
クトを記述する許可を付与

読み取り

クラスターサブネットグループ
DescribeClusterSubnetGroups
に関するメタデータを含む 1 つ
または複数のクラスターサブ
ネットグループオブジェクトを
記述する許可を付与

読み取り

使用可能なメンテナンストラッ
DescribeClusterTracks
クを記述する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

利用可能な Amazon Redshift ク
DescribeClusterVersions
ラスターのバージョンを記述す
る許可を付与

読み取り

プロビジョニングされたクラス
DescribeClusters ターのプロパティを記述する許
可を付与

リスト

クラスターによって作成および
DescribeDataShares
消費されるデータシェアを記述
する許可を付与

読み取り

クラスターによって消費される
DescribeDataSharesForConsumer
データシェアのみを記述する許
可を付与

読み取り

クラスターによって作成される
DescribeDataSharesForProducer
データシェアのみを記述する許
可を付与

読み取り

パラメータグループファミリー
DescribeDefaultClusterParameters
のパラメータ設定を記述する許
可を付与

読み取り

redshift マネージド VPC エンド
DescribeEndpointAccess
ポイントを記述する許可を付与

読み取り

redshift マネージド VPC エンド
DescribeEndpointAuthorization
ポイントのアクティビティの記
述を承認する許可を付与

経営へのア
クセス権

すべてのイベントソースタイ
DescribeEventCategories
プ、または指定されたソースタ
イプのイベントカテゴリを記述
する許可を付与

読み取り

指定された AWS アカウント の
読み取り
DescribeEventSubscriptions
Amazon Redshift イベント通知サ
ブスクリプションを記述する許
可を付与
クラスター、セキュリティグ
DescribeEvents ループ、スナップショット、パ
ラメータグループに関連する過
去 14 日間のイベントを記述する
許可を付与

リスト

HSM クライアント証明書を記述
DescribeHsmClientCertificates
する許可を付与

読み取り

Amazon Redshift HSM の設定を
DescribeHsmConfigurations
記述する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クエリや接続試行などの情報が
DescribeLoggingStatus
クラスターでログに記録されて
いるかどうかを記述する許可を
付与

読み取り

指定されたアクションタイプの
DescribeNodeConfigurationOptions
ノードタイプ、ノード数、ディ
スク使用量など、可能なノード
設定のプロパティを記述する許
可を付与

リスト

順序設定可能なクラスターオプ
DescribeOrderableClusterOptions
ションを記述する許可を付与

読み取り

クラスターに対して定義された
DescribePartners パートナー統合に関する情報を
取得する許可を付与

読み取り

依存アク
ション

cluster* (p. 1566)

DescribeQuery Amazon Redshift コンソールを介 読み取り
[アクセス許可
してクエリを記述する許可を付
のみ]
与
予約済みノード交換の交換ス
DescribeReservedNodeExchangeStatus
テータスの詳細と関連するメタ
データを記述するアクセス許可
を付与。ステータスには、進行
中やリクエスト済みなどの値が
あります

読み取り

Amazon Redshift で利用可能なリ 読み取り
DescribeReservedNodeOfferings
ザーブドノードサービスを記述
する許可を付与
リザーブドノードを記述する許
DescribeReservedNodes
可を付与

読み取り

クラスターの直近のサイズ変更
DescribeResize 操作を記述する許可を付与

読み取り

cluster* (p. 1566)

Amazon Redshift コンソールを介 読み取り
DescribeSavedQueries
して保存されたクエリを記述す
[アクセス許可
る許可を付与
のみ]
作成された Amazon Redshift の
DescribeScheduledActions
スケジュールされたアクション
を記述する許可を付与

読み取り

コピー先の AWS リージョン の
DescribeSnapshotCopyGrants
指定された AWS アカウント が
所有するスナップショットコ
ピー許可を記述する許可を付与

読み取り

スナップショットスケジュール
DescribeSnapshotSchedules
を記述する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントレベルのバックアッ
DescribeStorage プのストレージサイズと暫定ス
トレージを記述する許可を付与
DescribeTable
[アクセス許可
のみ]

依存アク
ション

読み取り

Amazon Redshift コンソールを使 読み取り
用してテーブルを記述する許可
を付与

RestoreTableFromClusterSnapshot 読み取り
DescribeTableRestoreStatus
API アクションを使用して行われ
た 1 つまたは複数のテーブル復
元リクエストのステータスを記
述する許可を付与
DescribeTags

タグを記述する許可を付与

読み取り

cluster (p. 1566)
dbgroup (p. 1567)
dbname (p. 1567)
dbuser (p. 1567)
eventsubscription (p. 1567)
hsmclientcertificate (p. 1567)
hsmconfiguration (p. 1567)
parametergroup (p. 1567)
securitygroup (p. 1567)
securitygroupingresscidr (p. 1567)
securitygroupingressec2securitygroup (p. 1567)
snapshot (p. 1567)
snapshotcopygrant (p. 1567)
snapshotschedule (p. 1567)
subnetgroup (p. 1567)
usagelimit (p. 1568)

使用制限を記述するためのアク
DescribeUsageLimits
セス許可を付与

読み取り

usagelimit* (p. 1568)

クラスターのログ記録情報（ク
エリや接続の試行など）を無効
にする許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

DisableLogging
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クラスターのスナップショット
DisableSnapshotCopy
の自動コピーを無効にする許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

コンシューマーとデータシェア
DisassociateDataShareConsumer
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

datashare* (p. 1566)

EnableLogging クラスターのログ記録情報（ク
エリや接続の試行など）を有効
にする許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

クラスターのスナップショット
EnableSnapshotCopy
の自動コピーを有効にする許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

依存アク
ション

redshift:ConsumerArn (p. 1568)

ExecuteQuery
[アクセス許可
のみ]

Amazon Redshift コンソールを介 書き込み
してクエリを実行する許可を付
与

FetchResults
[アクセス許可
のみ]

Amazon Redshift コンソールを介 読み取り
してクエリ結果を取得する許可
を付与

指定された AWS アカウント で
書き込み
GetClusterCredentials
Amazon Redshift データベースに
アクセスするための一時的な認
証情報を取得する許可を付与

dbuser* (p. 1567)
dbgroup (p. 1567)
dbname (p. 1567)
redshift:DbName (p. 1568)
redshift:DbUser (p. 1568)
redshift:DurationSeconds (p. 1568)

予約済みノード交換の設定オプ
GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions
ションを取得するアクセス許可
を付与

読み取り

指定された DC1 リザーブドノー
GetReservedNodeExchangeOfferings
ドの支払いタイプ、期間、お
よび使用料金に一致する DC2
ReservedNodeOfferings の配列
を取得する許可を付与

読み取り

JoinGroup

指定された Amazon Redshift グ
ループに参加する許可を付与

Permissions dbgroup* (p. 1567)
management

ListDatabases
[アクセス許可
のみ]

Amazon Redshift コンソールを介 リスト
してデータベースを一覧表示す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Redshift コンソールを介 リスト
ListSavedQueries して、保存されたクエリを一覧
[アクセス許可
表示する許可を付与
のみ]
ListSchemas
[アクセス許可
のみ]

Amazon Redshift コンソールを介 リスト
してスキーマを一覧表示する許
可を付与

ListTables [ア
クセス許可の
み]

Amazon Redshift コンソールを介 リスト
してテーブルを一覧表示する許
可を付与

クラスターの AQUA 設定を変更
ModifyAquaConfiguration
する許可を付与

書き込み

既存の Amazon Redshift 認証プ
ModifyAuthenticationProfile
ロファイルを変更する許可を付
与

書き込み

ModifyCluster

クラスターの設定を変更する許
可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

クラスターのデータベースリビ
ModifyClusterDbRevision
ジョンを変更する許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

クラスターが他の AWS のサー
ModifyClusterIamRoles
ビスにアクセスする際に使用で
きる AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールのリス
トを変更する許可を付与

Permissions cluster* (p. 1566)
management

クラスターのメンテナンス設定
ModifyClusterMaintenance
を変更する許可を付与

書き込み

パラメータグループのパラメー
ModifyClusterParameterGroup
タを変更する許可を付与

書き込み

parametergroup* (p. 1567)

スナップショットの設定を変更
ModifyClusterSnapshot
する許可を付与

書き込み

snapshot* (p. 1567)

クラスターのスナップショット
ModifyClusterSnapshotSchedule
スケジュールを変更する許可を
付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

VPC サブネットの指定リスト
ModifyClusterSubnetGroup
を含めるためにクラスターサブ
ネットグループを変更する許可
を付与

書き込み

subnetgroup* (p. 1567)

Redshift マネージド VPC エンド
ModifyEndpointAccess
ポイントを変更する許可を付与

書き込み

既存の Amazon Redshift イベン
ModifyEventSubscription
ト通知サブスクリプションを変
更する許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Amazon Redshift コンソールを介 書き込み
ModifySavedQuery
して、既存の保存されたクエリ
[アクセス許可
を変更する許可を付与
のみ]
既存の Amazon Redshift のスケ
ModifyScheduledAction
ジュールされたアクションを変
更する許可を付与

書き込み

コピー元の AWS リージョン か
ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
らコピーされた後、コピー先
の AWS リージョン でスナップ
ショットを保持する日数を変更
する許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

スナップショットスケジュール
ModifySnapshotSchedule
を変更する許可を付与

書き込み

snapshotschedule* (p. 1567)

使用制限を変更するためのアク
ModifyUsageLimitセス許可を付与

書き込み

usagelimit* (p. 1568)

PauseCluster

クラスターを一時停止する許可
を付与

書き込み

cluster* (p. 1566)

リザーブドノードを購入する許
PurchaseReservedNodeOffering
可を付与

書き込み

RebootCluster

書き込み

クラスターを再起動する許可を
付与

cluster* (p. 1566)

別のアカウントから共有された
RejectDataShare データシェアを拒否する許可を
付与

Permissions datashare* (p. 1566)
management

パラメータグループの 1 つま
ResetClusterParameterGroup
たは複数のパラメータをデフォ
ルト値に設定し、パラメータの
ソース値を「エンジンのデフォ
ルト」に設定する許可を付与

書き込み

parametergroup* (p. 1567)

ResizeCluster

書き込み

cluster* (p. 1566)

書き込み

cluster* (p. 1566)

クラスターのサイズを変更する
許可を付与

スナップショットからクラス
RestoreFromClusterSnapshot
ターを作成する許可を付与

snapshot* (p. 1567)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1568)
aws:TagKeys (p. 1568)

Amazon Redshift クラスタース
RestoreTableFromClusterSnapshot
ナップショットのテーブルから
テーブルを作成する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ResumeCluster

クラスターを再開する許可を付
与

書き込み

cluster* (p. 1566)

以前に承認された IP 範囲また
RevokeClusterSecurityGroupIngress
は Amazon EC2 セキュリティグ
ループに対し、Amazon Redshift
セキュリティグループ内の進入
ルールを取り消すアクセス許可
を付与

書き込み

securitygroup* (p. 1567)

redshift マネージド vpc エンドポ
RevokeEndpointAccess
イントのエンドポイント関連ア
クティビティへのアクセスを取
り消す許可を付与

経営へのア
クセス権

指定された AWS アカウント か
RevokeSnapshotAccess
らのアクセスを取り消してス
ナップショットを復元する許可
を付与

Permissions snapshot* (p. 1567)
management

クラスターの暗号化キーをロー
RotateEncryptionKey
テーションする許可を付与

書き込み

パートナー統合のステータスを
UpdatePartnerStatus
更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

securitygroupingressec2securitygroup* (p. 1567)

cluster* (p. 1566)

Amazon Redshift コンソールを介 リスト
ViewQueriesFromConsole
してクエリ結果を表示する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]
Amazon Redshift コンソールを介 リスト
ViewQueriesInConsole
して、実行中のクエリとロード
[アクセス許可
を終了する許可を付与
のみ]

Amazon Redshift で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1554)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:cluster:${ClusterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

datashare

arn:${Partition}:redshift:
${Region}:${Account}:datashare:
${ProducerClusterNamespace}/${DataShareName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)
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リソースタイプ ARN

条件キー

dbgroup

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:dbgroup:${ClusterName}/${DbGroup}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

dbname

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:dbname:${ClusterName}/${DbName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

dbuser

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:dbuser:${ClusterName}/${DbUser}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
eventsubscription ${Account}:eventsubscription:
${EventSubscriptionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
hsmclientcertificate
${Account}:hsmclientcertificate:
${HSMClientCertificateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
hsmconfiguration ${Account}:hsmconfiguration:
${HSMConfigurationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

namespace

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:
${Region}:${Account}:namespace:
${ProducerClusterNamespace}

arn:${Partition}:redshift:
parametergroup ${Region}:${Account}:parametergroup:
${ParameterGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

securitygroup

arn:${Partition}:redshift:
${Region}:${Account}:securitygroup:
${SecurityGroupName}/ec2securitygroup/
${Owner}/${Ec2SecurityGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
securitygroupingress${Account}:securitygroupingress:
cidr
${SecurityGroupName}/cidrip/${IpRange}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
securitygroupingress${Account}:securitygroupingress:
ec2securitygroup ${SecurityGroupName}/ec2securitygroup/
${Owner}/${Ece2SecuritygroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

snapshot

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:snapshot:${ClusterName}/
${SnapshotName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
snapshotcopygrant
${Account}:snapshotcopygrant:
${SnapshotCopyGrantName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
snapshotschedule${Account}:snapshotschedule:
${ParameterGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

subnetgroup

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:subnetgroup:${SubnetGroupName}

1567

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Redshift Data API

リソースタイプ ARN

条件キー

usagelimit

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1568)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:usagelimit:${UsageLimitId}

Amazon Redshift の条件キー
Amazon Redshift では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいて、アクション
でアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグ値に基づいて、アクションで
アクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいて、アクショ
ンでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

データ共有コンシューマの ARN によるアクセスをフィルタ
redshift:ConsumerArnリング

文字列

データシェアコンシューマによるアクセスをフィルタリング
redshift:ConsumerIdentifier

文字列

redshift:DbName

データベース名でアクセスをフィルタリング

文字列

redshift:DbUser

データベースユーザー名でアクセスをフィルタリング

文字列

一時的な認証情報のセットが有効期限になるまで秒数により
redshift:DurationSeconds
アクセスをフィルタリング

文字列

Amazon Redshift Data API のアクション、リソース、
および条件キー
Amazon Redshift Data API (サービスプレフィックス: redshift-data) では、IAM アクセス許可ポリシー
で使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されて
います。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Redshift Data API で定義されるアクション (p. 1569)
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• Amazon Redshift Data API で定義されるリソースタイプ (p. 1570)
• Amazon Redshift Data API の条件キー (p. 1570)

Amazon Redshift Data API で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

1 つの接続で複数のクエリを実行
BatchExecuteStatement
する許可を付与。

Write

実行中のクエリをキャンセルす
CancelStatement る許可を付与。

Write

redshiftdata:statementowner-iamuserid (p. 1570)

文の実行に関する詳細情報を取
DescribeStatement
得する許可を付与。

Read

redshiftdata:statementowner-iamuserid (p. 1570)

DescribeTable

Read

cluster* (p. 1570)

クエリを実行する許可を付与
ExecuteStatement

Write

cluster* (p. 1570)

クエリの結果を取得するための
GetStatementResult
アクセス許可を付与

Read

ListDatabases

特定のクラスターのデータベー
スを一覧表示する許可を付与

Read

cluster* (p. 1570)

ListSchemas

特定のクラスターのスキーマを
一覧表示する許可を付与。

Read

cluster* (p. 1570)

ListStatements

指定されたプリンシパルのクエ
リをリストする許可を付与

リスト

特定のテーブルに関するメタ
データを取得する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

owner-iamuserid (p. 1570)
ListTables

特定のクラスターのテーブルを
一覧表示する許可を付与

リスト

cluster* (p. 1570)

Amazon Redshift Data API で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1569)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1570)

arn:${Partition}:redshift:${Region}:
${Account}:cluster:${ClusterName}

Amazon Redshift Data API の条件キー
Amazon Redshift Data API では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義さ
れます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
redshiftdata:statementowner-iam-userid

説明

タイプ

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

ステートメント所有者の IAM ユーザー ID でアクセスをフィ
ルタリングします

文字列

Amazon Redshift サーバーレスのアクション、リソー
ス、条件キー
Amazon Redshift サーバーレス (サービスプレフィックス: 「redshift-serverless」) は、IAM 許可ポ
リシーで使用する次のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーを提供します。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
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• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Redshift サーバーレスで定義されたアクション (p. 1571)
• Amazon Redshift サーバーレスで定義されたリソースタイプ (p. 1574)
• Amazon Redshift サーバーレスの条件キー (p. 1575)

Amazon Redshift サーバーレスで定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

復旧ポイントをスナップショッ
ConvertRecoveryPointToSnapshot
トに変換する許可の付与

書き込み

依存アク
ション

recoveryPoint* (p. 1574)
snapshot* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスマ 書き込み
CreateEndpointAccess
ネージド VCP エンドポイントを
作成する許可の付与

endpointAccess* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレス名 書き込み
CreateNamespace前空間を作成する許可の付与

namespace* (p. 1574)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1575)
aws:TagKeys (p. 1575)

名前空間にあるすべてのデータ
CreateSnapshot ベースのスナップショットを作
成する許可の付与

書き込み

指定された Amazon Redshift
CreateUsageLimitサーバーレスの使用タイプに対
して使用制限を作成する許可の
付与

書き込み

Amazon Redshift サーバーレスで 書き込み
CreateWorkgroup ワークグループを作成する許可
の付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1575)
aws:TagKeys (p. 1575)
Amazon Redshift サーバーレスマ 書き込み
DeleteEndpointAccess
ネージ VCP ドエンドポイントを
削除する許可の付与

endpointAccess* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスか 書き込み
DeleteNamespaceら名前空間を削除する許可の付
与

namespace* (p. 1574)

指定したリソースポリシーを削
DeleteResourcePolicy
除する許可の付与

書き込み

Amazon Redshift サーバーレスか 書き込み
DeleteSnapshot らスナップショットを削除する
許可の付与

snapshot* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスか 書き込み
DeleteUsageLimit ら使用制限を削除する許可の付
与
ワークグループを削除する許可
DeleteWorkgroup を付与

書き込み

workgroup* (p. 1574)

GetCredentials Amazon Redshift サーバーレス
にログオンするため、一時的な
権限を備えたデータベースユー
ザー名と一時的なパスワードを
取得する許可の付与

書き込み

workgroup* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスマ 読み取り
GetEndpointAccess
ネージド VCP エンドポイントを
作成する許可の付与

endpointAccess* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスの 読み取り
GetNamespace 名前空間に関する情報を取得す
る許可の付与

namespace* (p. 1574)

リカバリポイントに関する情報
GetRecoveryPointを取得する許可の付与

読み取り

recoveryPoint* (p. 1574)

リソースポリシーを取得する許
GetResourcePolicy
可の付与

読み取り

GetSnapshot

特定のスナップショットに関す
る情報を取得する許可の付与

読み取り

GetUsageLimit

Amazon Redshift サーバーレスの 読み取り
使用制限に関する情報を取得す
る許可の付与

GetWorkgroup

特定のワークグループに関する
情報を取得する許可の付与

1572

読み取り

snapshot* (p. 1574)

workgroup* (p. 1574)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Redshift サーバーレス

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

EndpointAccess オブジェクトと
ListEndpointAccess
関連情報を一覧表示する許可の
付与

リスト

依存アク
ション

endpointAccess* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスの リスト
ListNamespaces 名前空間を一覧表示する許可の
付与
リカバリポイントの配列を一覧
ListRecoveryPoints
表示する許可の付与

リスト

namespace (p. 1574)

ListSnapshots

スナップショットを一覧表示す
る許可の付与

リスト

snapshot* (p. 1574)

リソースに割り当てられたタグ
ListTagsForResource
を一覧表示する許可の付与

リスト

namespace (p. 1574)
workgroup (p. 1574)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1575)

Amazon Redshift サーバーレスの リスト
ListUsageLimits すべての使用制限を一覧表示す
る許可の付与
Amazon Redshift サーバーレスの リスト
ListWorkgroups ワークグループを一覧表示する
許可の付与
リソースポリシーを作成または
PutResourcePolicy
更新する許可を付与します。

書き込み

リカバリポイントからデータを
RestoreFromRecoveryPoint
復元する許可の付与

書き込み

recoveryPoint* (p. 1574)

スナップショットから名前空間
RestoreFromSnapshot
を復元する許可の付与

書き込み

snapshot* (p. 1574)

TagResource

タグ付け

namespace (p. 1574)

リソースに 1 つ以上のタグを割
り当てる許可の付与

workgroup (p. 1574)
aws:TagKeys (p. 1575)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1575)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1575)

リソースから 1 つのタグまたは
UntagResource 一連のタグを削除する許可の付
与

タグ付け

namespace (p. 1574)
workgroup (p. 1574)
aws:TagKeys (p. 1575)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Redshift サーバーレスマ 書き込み
UpdateEndpointAccess
ネージド VCP エンドポイントを
更新する許可の付与

endpointAccess* (p. 1574)

指定された設定セッティングで
UpdateNamespace
名前空間を更新する許可の付与

書き込み

namespace* (p. 1574)

スナップショットを更新する許
UpdateSnapshot 可の付与

書き込み

snapshot* (p. 1574)

依存アク
ション

Amazon Redshift サーバーレスの 書き込み
UpdateUsageLimit使用制限を更新する許可の付与
指定された設定セッティングで
UpdateWorkgroupAmazon Redshift サーバーレス
ワークグループを更新するアク
セス許可の付与

書き込み

workgroup* (p. 1574)

Amazon Redshift サーバーレスで定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1571)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

namespace

arn:${Partition}:redshift-serverless:
${Region}:${Account}:namespace/
${NamespaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1575)

snapshot

arn:${Partition}:redshift-serverless:
${Region}:${Account}:snapshot/${SnapshotId}

workgroup

arn:${Partition}:redshift-serverless:
${Region}:${Account}:workgroup/
${WorkgroupId}

recoveryPoint

arn:${Partition}:redshift-serverless:
${Region}:${Account}:recovery-point/
${RecoveryPointId}

arn:${Partition}:redshift-serverless:
endpointAccess ${Region}:${Account}:managedvpcendpoint/
${EndpointAccessId}
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Amazon Redshift サーバーレスの条件キー
Amazon Redshift サーバーレスは、IAM ポリシーの 「Condition」 要素で使用できる次の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

redshiftエンドポイントのアクセス識別子でアクセスのフィルタリン
serverless:endpointAccessId
グ

文字列

redshift名前空間の識別子でアクセスのフィルタリング
serverless:namespaceId

文字列

redshiftリカバリポイントで識別子でアクセスのフィルタリング
serverless:recoveryPointId

文字列

redshiftスナップショットで識別子でアクセスのフィルタリング
serverless:snapshotId

文字列

redshiftワークグループの識別子でアクセスのフィルタリング
serverless:workgroupId

文字列

Amazon Rekognition のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon Rekognition (サービスプレフィックス: rekognition) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Rekognition で定義されるアクション (p. 1576)
• Amazon Rekognition で定義されるリソースタイプ (p. 1581)
• Amazon Rekognition の条件キー (p. 1582)
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Amazon Rekognition で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ソース入力イメージ内の顔と
ターゲット入力イメージ内で検
出された各顔を比較する許可を
付与します。

読み取り

既存のモデルバージョンを新し
CopyProjectVersion
いモデルバージョンにコピーす
る許可を付与

書き込み

CompareFaces

依存アク
ション

project* (p. 1581)
projectversion* (p. 1581)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1582)
aws:TagKeys (p. 1582)

コレクションを作成する権限を
CreateCollection 付与します。AWS リージョン

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1582)
aws:TagKeys (p. 1582)

CreateDataset

新しい Amazon Rekognition
書き込み
Custom Labels データセットを作
成するためのアクセス許可を付
与します。

project* (p. 1581)

CreateProject

Amazon Rekognition Custom
Labels プロジェクトを作成する
ためのアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

project* (p. 1581)

モデルの新しいバージョント
CreateProjectVersion
レーニングを開始するアクセス
許可を付与します。

書き込み

project* (p. 1581)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1582)
aws:TagKeys (p. 1582)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon Rekognition ストリーム
CreateStreamProcessor
プロセッサを作成するアクセス
許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

collection* (p. 1581)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1582)
aws:TagKeys (p. 1582)

指定されたコレクションを削除
DeleteCollection するためのアクセス許可を付与
します。

書き込み

collection* (p. 1581)

DeleteDataset

既存の Amazon Rekognition
書き込み
Custom Labels データセットを削
除するアクセス許可を付与しま
す。

dataset* (p. 1582)

DeleteFaces

コレクションから顔を削除する
許可を付与します。

書き込み

collection* (p. 1581)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1581)

プロジェクトにアタッチされた
DeleteProjectPolicy
リソースポリシーを削除する許
可を付与

書き込み

project* (p. 1581)

モデルを削除する許可を付与
DeleteProjectVersion

書き込み

projectversion* (p. 1581)

指定された ストリープロセッ
DeleteStreamProcessor
サーを削除する許可を付与しま
す。

書き込み

streamprocessor* (p. 1581)

コレクションに関する詳細を読
DescribeCollectionみ取るためのアクセス許可を付
与します。

読み込み

collection* (p. 1581)

Amazon Rekognition Custom
DescribeDataset Labels データセットを記述する
アクセス許可を付与します。

読み込み

dataset* (p. 1582)

Amazon Rekognition Custom
DescribeProjectVersions
Labels プロジェクトでモデルの
バージョンを一覧表示するアク
セス許可を付与します。

読み込み

project* (p. 1581)

Amazon Rekognition Custom
DescribeProjects Labels プロジェクトを一覧表
示するアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

指定されたストリームプロセッ
DescribeStreamProcessor
サーに関する情報を取得する許
可を付与します。

読み込み

1577

streamprocessor* (p. 1581)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Rekognition

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

提供された画像内のカスタムラ
DetectCustomLabels
ベルを検出する権限を付与しま
す。

読み込み

DetectFaces

入力として提供されるイメージ
内の人間の顔を検出するアクセ
ス許可を付与します。

読み込み

DetectLabels

入力として提供されるイメージ
内の実社会ラベルのインスタ
ンスを検出する許可を付与しま
す。

読み込み

入力画像内のモデレーションラ
DetectModerationLabels
ベルを検出する権限を付与しま
す。

読み込み

入力画像内の個人用保護具を検
DetectProtectiveEquipment
出するアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

DetectText

入力イメージ内のテキストを検
出し、コンピュータが読み取り
可能なテキストに変換する許可
を付与します。

読み込み

トレーニングデータセット内の
DistributeDatasetEntries
エントリを、プロジェクトのト
レーニングデータセットおよび
テストデータセット全体に分散
する権限を付与します。

書き込み

有名人の名前と追加情報を読む
GetCelebrityInfo 権限を付与します。

読み込み

非同期有名人認識ジョブによっ
GetCelebrityRecognition
て保存されたビデオで見つかっ
た有名人認識の結果を読み取る
権限を付与します。

読み込み

非同期コンテンツモデレーショ
GetContentModeration
ンジョブによって保存された動
画で見つかったコンテンツモデ
レーション分析結果を読み取る
権限を付与します。

読み込み

非同期顔検出ジョブによって保
GetFaceDetection存されたビデオで見つかった顔
検出結果を読み取る権限を付与
します。

読み込み

非同期顔検索ジョブによって保
GetFaceSearch 存されたビデオで見つかった一
致するコレクション顔を読み取
る権限を付与します。

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

非同期ラベル検出ジョブによっ
GetLabelDetectionて保存されたビデオで見つかっ
たラベル検出結果を読み取る権
限を付与します。

読み込み

非同期の人物追跡ジョブによっ
GetPersonTracking
て保存されたビデオで検出され
た人物のリストを読み取る権限
を付与します。

読み込み

非同期セグメント検出ジョブに
GetSegmentDetection
よって、保存されたビデオで見
つかったビデオセグメントを取
得する権限を付与します。

読み込み

非同期テキスト検出ジョブに
GetTextDetection よって保存されたビデオで見つ
かったテキストを取得する権限
を付与します。

読み込み

IndexFaces

入力イメージで検出された顔で
既存のコレクションを更新する
アクセス許可を付与します。

書き込み

collection* (p. 1581)

ListCollections

アカウント内のコレクション ID
を読み取る権限を付与します。

読み込み

collection* (p. 1581)

依存アク
ション

既存の Amazon Rekognition
読み込み
ListDatasetEntriesCustom Labels データセット内の
データセットエントリを一覧表
示する権限を付与します。

dataset* (p. 1582)

データセットのラベルを一覧表
ListDatasetLabels示する権限を付与します。

読み込み

dataset* (p. 1582)

ListFaces

指定したコレクション内の顔の
メタデータを読み込むアクセス
許可を付与します。

読み取り

collection* (p. 1581)

プロジェクトにアタッチされた
ListProjectPoliciesリソースポリシーを一覧表示す
る許可を付与

読み取り

project* (p. 1581)

ストリームプロセッサのリスト
ListStreamProcessors
を取得するアクセス許可を付与
します。

リスト

streamprocessor* (p. 1581)

リソースに関連付けられたタグ
ListTagsForResource
のリストを返す許可を付与しま
す。

読み取り

projectversion* (p. 1581)

リソースポリシーをプロジェク
PutProjectPolicy トにアタッチする許可を付与

書き込み

project* (p. 1581)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

入力画像内の有名人を検出する
RecognizeCelebrities
アクセス許可を付与します。

読み込み

SearchFaces

提供された顔IDに、指定された
コレクションを検索する権限を
付与します。

読み込み

collection* (p. 1581)

入力画像内の最大の顔の特定さ
SearchFacesByImage
れたコレクションを検索するア
クセス許可を付与します。

読み込み

collection* (p. 1581)

保存した動画内の有名人の非同
StartCelebrityRecognition
期認識を開始する許可を付与し
ます。

書き込み

保存した動画の明示的もしくは
StartContentModeration
暗示的なアダルトコンテンツの
非同期検出を開始する許可を付
与します。

書き込み

保存したビデオの顔の非同期検
StartFaceDetection
出を開始するアクセス許可を付
与します。

書き込み

保存した動画で検出された人物
StartFaceSearch の顔に一致するコレクションの
顔の非同期検索を開始する許可
を付与します。

書き込み

保存した動画内のラベルの非同
StartLabelDetection
期検出を開始するアクセス許可
を付与します。

書き込み

保存した動画内の人の非同期ト
StartPersonTracking
ラッキングを開始する許可を付
与します。

書き込み

モデルのバージョンを実行する
StartProjectVersion
許可を付与します。

書き込み

保存したビデオのセグメントの
StartSegmentDetection
非同期検出を開始するアクセス
許可を付与します。

書き込み

ストリームプロセッサの実行を
StartStreamProcessor
開始するアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

保存したビデオのテキストの非
StartTextDetection同期検出を開始するアクセス許
可を付与します。

書き込み

モデルのバージョンの実行を停
StopProjectVersion
止する許可を付与します。

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

実行中のストリームプロセッサ
StopStreamProcessor
を停止するアクセス許可を付与
します。

書き込み

streamprocessor* (p. 1581)

TagResource

タグ付け

collection (p. 1581)

リソースに 1 つ以上のタグを追
加する許可を付与します。

projectversion (p. 1581)
streamprocessor (p. 1581)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1582)
aws:TagKeys (p. 1582)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与します。

タグ付け

collection (p. 1581)
projectversion (p. 1581)
streamprocessor (p. 1581)
aws:TagKeys (p. 1582)

データセット内の 1 つ以上の
UpdateDatasetEntries
JSON 行 (エントリ) を追加また
は更新する権限を付与します。

書き込み

dataset* (p. 1582)

ストリームプロセッサのプロパ
UpdateStreamProcessor
ティを修正する許可の付与

書き込み

streamprocessor* (p. 1581)

Amazon Rekognition で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1576)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

collection

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1582)

arn:${Partition}:rekognition:${Region}:
${Account}:collection/${CollectionId}

arn:${Partition}:rekognition:
streamprocessor ${Region}:${Account}:streamprocessor/
${StreamprocessorId}
project

arn:${Partition}:rekognition:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/
${CreationTimestamp}

projectversion

arn:${Partition}:rekognition:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/version/
${VersionName}/${CreationTimestamp}
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リソースタイプ ARN
dataset

条件キー

arn:${Partition}:rekognition:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}/dataset/
${DatasetType}/${CreationTimestamp}

Amazon Rekognition の条件キー
Amazon Rekognition では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグによりアクセスをフィルタリング
する

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーによりアクセスをフィルタリ
ングする

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS耐障害性ハブサービスのアクション、リソースお
よび条件キー
AWS耐障害性ハブサービス (サービスプレフィックス: resiliencehub) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクションおよび条件コンテキストキーが用
意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS耐障害性ハブサービスで定義されるアクション (p. 1582)
• AWS耐障害性ハブサービスで定義されるリソースタイプ (p. 1587)
• AWS耐障害性ハブサービスの条件キー (p. 1588)

AWS耐障害性ハブサービスで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

ドラフトアプリケーションバー
AddDraftAppVersionResourceMappings
ジョンリソースマッピングを追
加するアクセス許可を付与しま
す。

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

cloudformation:DescribeS

application* (p. 1587)

cloudformation:ListStackR
resourcegroups:GetGroup

resourcegroups:ListGroupResourc

servicecatalog:GetApplica

servicecatalog:ListAssocia
CreateApp

アプリケーションを作成する許
可を付与します。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1588)
aws:TagKeys (p. 1588)

推奨テンプレートを作成するた
CreateRecommendationTemplate
めのアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

application* (p. 1587)

s3:CreateBucket
s3:ListBucket
s3:PutObject

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1588)
aws:TagKeys (p. 1588)
回復力 ポリシーを作成する許可
CreateResiliencyPolicy
を付与します。

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1588)
aws:TagKeys (p. 1588)

DeleteApp

アプリケーションを一括で削除
する許可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)

アプリケーション評価を一括で
DeleteAppAssessment
削除するアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

application* (p. 1587)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レコメンデーションテンプレー
DeleteRecommendationTemplate
トを一括で削除するアクセス許
可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)

回復力ｂポリシーを一括で削除
DeleteResiliencyPolicy
する許可を付与します。

書き込み

resiliencypolicy* (p. 1587)

DescribeApp

アプリケーションを記述する許
可を付与します。

読み取り

application* (p. 1587)

アプリケーション評価を記述す
DescribeAppAssessment
る許可を付与します。

読み取り

application* (p. 1587)

アプリケーション決意を記述す
DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus
る許可を付与します。

読み取り

application* (p. 1587)

アプリケーションバージョンテ
DescribeAppVersionTemplate
ンプレートを記述する許可を付
与します。

読み取り

application* (p. 1587)

ドラフトアプリケーションバー
DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus
ジョンリソースのインポートス
テータスを記述する権限を付与
します。

読み取り

application* (p. 1587)

回復力ポリシーを記述する許可
DescribeResiliencyPolicy
を付与します。

読み取り

resiliencypolicy* (p. 1587)

ドラフトアプリケーションバー
ImportResourcesToDraftAppVersion
ジョンにリソースをインポー
トするアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

application* (p. 1587)

依存アク
ション

cloudformation:DescribeS

cloudformation:ListStackR
resourcegroups:GetGroup

resourcegroups:ListGroupResourc

servicecatalog:GetApplica

servicecatalog:ListAssocia
アラームレコメンデーションを
ListAlarmRecommendations
一覧表示するアクセス許可を付
与します。

リスト

アプリケーション評価を一覧表
ListAppAssessments
示する許可を付与します。

リスト

appのコンポーネントコンプライ
ListAppComponentCompliances
アンスを一覧表示する許可を付
与します。

リスト

application* (p. 1587)

appコンポーネントレコメンデー
ListAppComponentRecommendations
ションを一覧表示するアクセス
許可を付与します.

リスト

application* (p. 1587)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アプリケーションのバージョン
ListAppVersionResourceMappings
リソースマッピングにアクセス
権限を付与します。

リスト

application* (p. 1587)

アプリケーションリソースを一
ListAppVersionResources
覧表示するためのアクセス権限
を付与します。

リスト

application* (p. 1587)

アプリケーションのバージョン
ListAppVersions を一覧表示するためのアクセス
許可を付与します。

リスト

application* (p. 1587)

ListApps

アプリケーションを一覧表示す
る許可を付与します。

リスト

推奨テンプレートを一覧表示す
ListRecommendationTemplates
る許可を付与します。

リスト

回復ポリシーを一覧表示する許
ListResiliencyPolicies
可を付与します。

リスト

SOPレコメンデーションを一覧
ListSopRecommendations
表示するアクセス許可を付与し
ます。

リスト

推奨される回復力ポリシーを一
ListSuggestedResiliencyPolicies
覧表示するアクセス許可を付与
します。

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

テストレコメンデーションを一
ListTestRecommendations
覧表示するアクセス許可を付与
します。

リスト

application* (p. 1587)

サポートされていないアプリ
ListUnsupportedAppVersionResources
ケーションバージョンリソース
を一覧表示するアクセス許可を
付与します。

リスト

application* (p. 1587)

アプリケーションバージョンを
PublishAppVersion
発行するアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

application* (p. 1587)

アプリケーションバージョンテ
PutDraftAppVersionTemplate
ンプレートの下書きを配置する
アクセス許可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)

ドラフトアプリケーションバー
RemoveDraftAppVersionResourceMappings
ジョンマッピングを削除するア
クセス許可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)
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アクション

説明

アプリケーションバージョンリ
ResolveAppVersionResources
ソースを解決するアクセス許可
を付与します。

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

書き込み

cloudformation:DescribeS

application* (p. 1587)

cloudformation:ListStackR
resourcegroups:GetGroup

resourcegroups:ListGroupResourc

servicecatalog:GetApplica

servicecatalog:ListAssocia
アプリケーション評価を作成す
StartAppAssessment
るアクセス許可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)

cloudformation:DescribeS

cloudformation:ListStackR

cloudwatch:DescribeAlarm

cloudwatch:GetMetricData

cloudwatch:GetMetricStat

cloudwatch:PutMetricData
ec2:DescribeRegions

fis:GetExperimentTemplat

fis:ListExperimentTemplat
fis:ListExperiments
resourcegroups:GetGroup

resourcegroups:ListGroupResourc

servicecatalog:GetApplica

servicecatalog:ListAssocia

ssm:GetParametersByPat
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1588)
aws:TagKeys (p. 1588)
TagResource

リソースタグを割り当てるアク
セス許可を付与

タグ付け

appassessment (p. 1587)
application (p. 1587)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

recommendationtemplate (p. 1587)
resiliencypolicy (p. 1587)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1588)
aws:TagKeys (p. 1588)
リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

appassessment (p. 1587)
application (p. 1587)
recommendationtemplate (p. 1587)
resiliencypolicy (p. 1587)
aws:TagKeys (p. 1588)

UpdateApp

アプリケーションを更新する許
可を付与します。

書き込み

application* (p. 1587)

回復力ポリシーを更新する許可
UpdateResiliencyPolicy
を付与します。

書き込み

resiliencypolicy* (p. 1587)

AWS耐障害性ハブサービスで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1582)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

resiliencypolicy

arn:${Partition}:resiliencehub:
${Region}:${Account}:resiliency-policy/
${ResiliencyPolicyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1588)

application

arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:
${Account}:app/${AppId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1588)

appassessment

arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:
${Account}:app-assessment/${AppAssessmentId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1588)

arn:${Partition}:resiliencehub:${Region}:
recommendation- ${Account}:recommendation-template/
template
${RecommendationTemplateId}
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AWS耐障害性ハブサービスの条件キー
AWS耐障害性ハブサービスは、ConditionIAM ポリシーの 要素で使用できる次の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Resource Access Manager のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Resource Access Manager (サービスプレフィックス: ram) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Resource Access Manager で定義されるアクション (p. 1588)
• AWS Resource Access Manager で定義されるリソースタイプ (p. 1592)
• AWS Resource Access Manager の条件キー (p. 1592)

AWS Resource Access Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
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います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたリソース共有の招待
AcceptResourceShareInvitation
を受け入れるアクセス許可を付
与します。

Write

依存アク
ション

resourceshareinvitation* (p. 1592)
ram:ShareOwnerAccountId (p. 1593)

リソースやプリンシパルをリ
AssociateResourceShare
ソース共有に関連付けるアクセ
ス許可を付与します

Write

resourceshare* (p. 1592)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)
ram:Principal (p. 1593)

ram:RequestedResourceType (p. 1593)
ram:ResourceArn (p. 1593)
アクセス許可をリソース共有に
AssociateResourceSharePermission
関連付けるアクセス許可を付与
します

Write

指定されたリソースやプリンシ
CreateResourceShare
パルでリソース共有を作成する
許可を付与

Write

permission* (p. 1592)
resourceshare* (p. 1592)
aws:RequestTag/
ec2:CreateTags
${TagKey} (p. 1592)
aws:TagKeys (p. 1593)

ram:RequestedResourceType (p. 1593)
ram:ResourceArn (p. 1593)

ram:RequestedAllowsExternalPrincipals
ram:Principal (p. 1593)
リソース共有を削除する許可を
DeleteResourceShare
付与

Write

resourceshare* (p. 1592)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソース共有からリソースやプ
DisassociateResourceShare
リンシパルの関連付けを解除す
る許可を付与

Write

依存アク
ション

resourceshare* (p. 1592)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)
ram:Principal (p. 1593)

ram:RequestedResourceType (p. 1593)
ram:ResourceArn (p. 1593)
リソース共有からのアクセス許
DisassociateResourceSharePermission
可の関連付けを解除する許可を
付与

Write

お客様の組織へのアクセス許可
EnableSharingWithAwsOrganization
を付与し、お客様のアカウント
で SLR を作成します。

経営へのア
クセス権

permission* (p. 1592)
resourceshare* (p. 1592)

iam:CreateServiceLinkedR

organizations:DescribeOrg

organizations:EnableAWS
GetPermission

AWS RAM 許可の内容を取得す
る許可を付与

Read

ユーザーが所有し、共有してい
GetResourcePolicies
る、指定されたリソースのポリ
シーを取得する許可を付与

Read

提供されたリストからまたは指
GetResourceShareAssociations
定されたタイプの指定されたス
テータスを使用して、一連のリ
ソースの共有の関連付けを取得
する許可を付与

Read

指定された招待 arn によるリ
GetResourceShareInvitations
ソースの共有の招待、またはリ
ソースの共有のためのリソース
の共有の招待を取得する許可を
付与

Read

提供されたリストからまたは指
GetResourceShares
定されたステータスを使用し
て、一連のリソースの共有を取
得する許可を付与

Read

ユーザーと共有されています
ListPendingInvitationResources
が、招待が保留中であるリソー
スの共有のリソースを一覧表示
する許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS RAM アクセス許可のバー
ListPermissionVersions
ジョンを一覧表示するための許
可を付与します

リスト

AWS RAM 許可を一覧表示する
ListPermissions 許可を付与

リスト

ListPrincipals

リソースを共有しているプリン
シパル、または共有リソースを
持つプリンシパルを一覧表示す
る許可を付与

リスト

リソース共有に関連付けられて
ListResourceSharePermissions
いるアクセス許可の一覧を表示
する許可を付与

リスト

依存アク
ション

resourceshare* (p. 1592)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)

AWS RAM でサポートされてい
ListResourceTypes
る共有可能なリソースタイプを
一覧表示する許可を付与

リスト

ListResources

リスト

リソース共有に追加したリソー
ス、または自分と共有している
リソースを一覧表示する許可を
付与

指定されたリソース共有を昇格
PromoteResourceShareCreatedFromPolicy
する許可を付与

Write

resourceshare* (p. 1592)

指定されたリソース共有の招待
RejectResourceShareInvitation
を拒否する許可を付与

Write

resourceshareinvitation* (p. 1592)
ram:ShareOwnerAccountId (p. 1593)

TagResource

指定されたリソースにタグを付
けるアクセス許可を付与します

タグ付け

resourceshare* (p. 1592)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1592)
aws:TagKeys (p. 1593)

指定されたリソースのタグを解
UntagResource 除する許可を付与

タグ付け

resourceshare* (p. 1592)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1592)
aws:TagKeys (p. 1593)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソース共有の属性を更新する
UpdateResourceShare
許可を付与

Write

依存アク
ション

resourceshare* (p. 1592)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)

ram:RequestedAllowsExternalPrincipals

AWS Resource Access Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1588)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

resource-share arn:${Partition}:ram:${Region}:
${Account}:resource-share/${ResourcePath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1593)
ram:AllowsExternalPrincipals (p. 1593)
ram:ResourceShareName (p. 1593)

resourceshare-invitation

arn:${Partition}:ram:${Region}:
${Account}:resource-share-invitation/
${ResourcePath}

ram:ShareOwnerAccountId (p. 1593)

permission

arn:${Partition}:ram::${Account}:permission/
${ResourcePath}

ram:PermissionArn (p. 1593)

ram:PermissionResourceType (p. 1593

AWS Resource Access Manager の条件キー
AWS Resource Access Manager は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リソース共有を作成またはタグ付けするときに、リクエスト
で渡されたタグに基づいてアクセスをフィルタリングしま

文字列

1592

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon リソースグループのタグ付け API

条件キー

説明

タイプ

す。ユーザーがこれらのタグを渡さないか、タグをまったく
指定しない場合、リクエストは失敗します
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リソース共有の作成またはタグ付け時に渡されるタグキーに
基づいてアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

外部プリンシパルとの共有を許可または拒否するリソース共
ram:AllowsExternalPrincipals
有に基づいて、アクセスをフィルタリングします。たとえ
ば、外部プリンシパルとの共有を許可または拒否するリソー
スの共有でのみアクションを実行できる場合は true を指定し
ます。外部プリンシパルとは、AWS 組織の外部にある AWS
アカウントです
ram:PermissionArn

指定されたアクセス許可 ARN に基づいてアクセスをフィル
タリングします

Bool

ARN

指定されたリソースタイプのアクセス許可に基づいてアクセ
ram:PermissionResourceType
スをフィルタリングします。

文字列

ram:Principal

文字列

指定されたプリンシパルの形式に基づいてアクセスをフィル
タリングします

'allowExternalPrincipals' に指定された値に基づいてアクセ
ram:RequestedAllowsExternalPrincipals
スをフィルタリングします。外部プリンシパルとは、AWS
Organization の外部にある AWS アカウントです

Bool

指定されたリソースタイプに基づいてアクセスをフィルタリ
ram:RequestedResourceType
ングします

文字列

ram:ResourceArn

ARN

指定した ARN を持つリソースに基づいてアクセスをフィル
タリングします

指定された名前のリソース共有に基づいてアクセスをフィル
ram:ResourceShareName
タリングします

文字列

特定のアカウントが所有するリソース共有に基づいてアクセ
ram:ShareOwnerAccountId
スをフィルタリングします。例えば、この条件キーを使用し
て、リソース共有の所有者アカウント ID に基づいて、招待を
承認または却下するリソースの共有を指定できます

文字列

Amazon リソースグループのタグ付け API のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon リソースグループのタグ付け API (サービスプレフィックス: tag) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
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• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon リソースグループのタグ付け API で定義されるアクション (p. 1594)
• Amazon リソースグループのタグ付け API で定義されるリソースタイプ (p. 1595)
• Amazon リソースグループのタグ付け API の条件キー (p. 1595)

Amazon リソースグループのタグ付け API で定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartReportCreation オペレー
DescribeReportCreation
ションのステータスを記述する
許可を付与

読み取り

有効なタグポリシーに準拠して
GetComplianceSummary
いないリソースの数についての
概要を取得する許可を付与

読み取り

GetResources

呼び出し元アカウントの指定さ
れた AWS リージョン でタグ付
けされた、または以前にタグ付
けされたリソースを返す許可を
付与

読み取り

GetTagKeys

呼び出し元アカウントの指定さ
れた AWS リージョン で現在使
用されているタグキーを返す許
可を付与

読み取り

GetTagValues

呼び出し元アカウントの指定さ
れた AWS リージョン で使用さ
れている指定されたキーのタグ
値を返す許可を付与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

組織全体のアカウントにあるす
StartReportCreation
べてのタグ付けされたリソース
と、各リソースが有効なタグポ
リシーに準拠しているかどうか
を一覧表示するレポートの生成
を開始する許可を付与

書き込み

TagResources

指定されたリソースに 1 つ以上
のタグを適用する許可を付与

タグ付け

指定されたリソースから指定さ
UntagResources れたタグを削除する許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

Amazon リソースグループのタグ付け API で定義されるリソース
タイプ
Amazon リソースグループのタグ付け API では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリ
ソース ARN の指定はサポートされていません。Amazon リソースグループのタグ付け API へのアクセス
を許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon リソースグループのタグ付け API の条件キー
リソースグループのタグ付けには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固
有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリ
ストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Resource Groups のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Resource Groups のタグ付け API (サービスプレフィックス: resource-groups) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Resource Groups で定義されるアクション (p. 1595)
• AWS Resource Groups で定義されるリソースタイプ (p. 1597)
• AWS Resource Groups の条件キー (p. 1597)

AWS Resource Groups で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す

1595

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Resource Groups

る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateGroup

指定した名前、記述、リソース
クエリでリソースグループを作
成する許可を付与

書き込み

DeleteGroup

指定されたリソースグループを
削除する許可を付与

書き込み

group* (p. 1597)

GetGroup

指定されたリソースグループの
情報を取得する許可を付与

読み込み

group* (p. 1597)

指定されたリソースグループに
GetGroupConfiguration
関連付けられたサービス設定を
取得する許可を付与

読み込み

group* (p. 1597)

指定されたリソースグループに
GetGroupQuery 関連付けられたクエリを取得す
る許可を付与

読み込み

group* (p. 1597)

GetTags

指定されたリソースグループに
関連付けられたタグを取得する
許可を付与

読み込み

group* (p. 1597)

指定されたリソースを指定され
GroupResources たグループに追加する許可を付
与

書き込み

group* (p. 1597)

指定されたリソースグループの
ListGroupResources
メンバーであるリソースを一覧
表示する許可を付与

リスト

group* (p. 1597)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1598)
aws:TagKeys (p. 1598)

cloudformation:DescribeS

cloudformation:ListStackR
tag:GetResources

ListGroups

アカウント内のすべての
Resource Groups を一覧表示す
る許可を付与

指定された Resource Groups に
PutGroupConfiguration
関連付けられたサービス設定を
配置する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたグループにリソース
PutGroupPolicy ベースのポリシーを追加する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

特定のクエリに一致する AWS リ
SearchResourcesソースを検索するアクセス許可
を付与

リスト

依存アク
ション

group* (p. 1597)

cloudformation:DescribeS

cloudformation:ListStackR
tag:GetResources

Tag

指定されたリソースグループに
タグを付けるアクセス許可を付
与

タグ付け

group* (p. 1597)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1598)
aws:TagKeys (p. 1598)

指定されたグループから指定さ
UngroupResources
れたリソースを削除する許可を
付与

書き込み

group* (p. 1597)

Untag

指定されたリソースグループに
関連付けられたタグを削除する
許可を付与

タグ付け

group* (p. 1597)

指定されたリソースグループを
更新する許可を付与

書き込み

group* (p. 1597)

指定されたリソースグループに
UpdateGroupQuery
関連付けられたクエリを更新す
る許可を付与

書き込み

group* (p. 1597)

UpdateGroup

aws:TagKeys (p. 1598)

AWS Resource Groups で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1595)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

group

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1598)

arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:
${Account}:group/${GroupName}

AWS Resource Groups の条件キー
AWS Resource Groups は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
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すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon RHEL ナレッジベースポータルのアクショ
ン、リソース、条件キー
Amazon RHEL ナレッジベースポータル (サービスプレフィックス: rhelkb) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用するための、以下のサービス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意され
ています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon RHEL ナレッジベースポータルで定義されるアクション (p. 1598)
• Amazon RHEL ナレッジベースポータルで定義されるリソースタイプ (p. 1599)
• Amazon RHEL ナレッジベースポータルの条件キー (p. 1599)

Amazon RHEL ナレッジベースポータルで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetRhelURL

Red Hat ナレッジベースポータル 読み取り
へのアクセス許可を付与

依存アク
ション

Amazon RHEL ナレッジベースポータルで定義されるリソースタ
イプ
Amazon RHEL ナレッジベースポータルでは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソー
ス ARN の指定はサポートされていません。Amazon RHEL ナレッジベースポータルへのアクセスを許可す
るには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon RHEL ナレッジベースポータルの条件キー
RHEL KB には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS RoboMaker のアクション、リソース、および条
件キー
AWS RoboMaker (サービスプレフィックス: robomaker) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS RoboMaker で定義されるアクション (p. 1599)
• AWS RoboMaker で定義されるリソースタイプ (p. 1604)
• AWS RoboMaker の条件キー (p. 1605)

AWS RoboMaker で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

バッチオペレーションで 1 つま
BatchDeleteWorlds
たは複数のワールドを削除しま
す

書き込み

複数のシミュレーションジョブ
BatchDescribeSimulationJob
について説明します

読み込み

展開ジョブをキャンセルします
CancelDeploymentJob

書き込み

deploymentJob* (p. 1605)

シミュレーションジョブをキャ
CancelSimulationJob
ンセルする

書き込み

simulationJob* (p. 1605)

シミュレーションジョブバッチ
CancelSimulationJobBatch
をキャンセルします

書き込み

simulationJobBatch* (p. 1605)

ワールドのエクスポートジョブ
CancelWorldExportJob
をキャンセルします

書き込み

worldExportJob* (p. 1605)

ワールドの生成ジョブをキャン
CancelWorldGenerationJob
セルします

書き込み

worldGenerationJob* (p. 1605)

デプロイジョブを作成する
CreateDeploymentJob

書き込み

CreateFleet

同じロボットアプリケーション
を実行しているロボットの論理
グループを表すデプロイフリー
トを作成します

書き込み

フリートに登録できるロボット
を作成します

書き込み

ロボットアプリケーションを作
CreateRobotApplication
成する

書き込み

ロボットアプリケーションのス
CreateRobotApplicationVersion
ナップショットを作成します

書き込み

シミュレーションアプリケー
CreateSimulationApplication
ションの作成

書き込み

CreateRobot
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aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
robotApplication* (p. 1605) s3:GetObject
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

シミュレーションアプリケー
CreateSimulationApplicationVersion
ションのスナップショットを作
成します

書き込み

シミュレーションジョブの作成
CreateSimulationJob

書き込み

ワールドのエクスポートジョブ
CreateWorldExportJob
を作成します

書き込み

依存アク
ション

simulationApplication* (p. 1605)
s3:GetObject

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
world* (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)

ワールドの生成ジョブを作成し
CreateWorldGenerationJob
ます

書き込み

worldTemplate* (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)

ワールドテンプレートを作成し
CreateWorldTemplate
ます

書き込み

DeleteFleet

デプロイフリートの削除

書き込み

deploymentFleet* (p. 1605)

DeleteRobot

ロボットを削除する

書き込み

robot* (p. 1605)

ロボットアプリケーションを削
DeleteRobotApplication
除する

書き込み

robotApplication* (p. 1605)

シミュレーションアプリケー
DeleteSimulationApplication
ションを削除する

書き込み

simulationApplication* (p. 1605)

ワールドテンプレートを削除し
DeleteWorldTemplate
ます

書き込み

worldTemplate* (p. 1605)

フリートからロボットを登録解
DeregisterRobot 除します

書き込み

deploymentFleet* (p. 1605)

デプロイジョブについて説明し
DescribeDeploymentJob
ます

読み込み

deploymentJob* (p. 1605)

DescribeFleet

デプロイフリートについて説明
します

読み込み

deploymentFleet* (p. 1605)

DescribeRobot

ロボットについて説明します

読み込み

robot* (p. 1605)

読み込み

robotApplication* (p. 1605)

ロボットアプリケーションにつ
DescribeRobotApplication
いて説明します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

シミュレーションアプリケー
DescribeSimulationApplication
ションの説明

読み込み

simulationApplication* (p. 1605)

シミュレーションジョブについ
DescribeSimulationJob
て説明します

読み込み

simulationJob* (p. 1605)

シミュレーションジョブバッチ
DescribeSimulationJobBatch
について説明します

読み込み

simulationJobBatch* (p. 1605)

DescribeWorld

読み込み

world* (p. 1605)

ワールドのエクスポートジョブ
DescribeWorldExportJob
について説明します

読み込み

worldExportJob* (p. 1605)

ワールドの生成ジョブについて
DescribeWorldGenerationJob
説明します

読み込み

worldGenerationJob* (p. 1605)

ワールドテンプレートについて
DescribeWorldTemplate
説明します

読み込み

worldTemplate* (p. 1605)

ワールドテンプレートの本文を
GetWorldTemplateBody
取得します

読み込み

worldTemplate* (p. 1605)

デプロイジョブを一覧表示しま
ListDeploymentJobs
す

リスト

ListFleets

リスト

ワールドについて説明します

フリートを一覧表示します

ロボットアプリケーションを一
ListRobotApplications
覧表示します

リスト

ListRobots

リスト

ロボットを一覧表示します

シミュレーションアプリケー
ListSimulationApplications
ションを一覧表示します

リスト

シミュレーションジョブバッチ
ListSimulationJobBatches
を一覧表示します

リスト

シミュレーションジョブを一覧
ListSimulationJobs表示します

リスト

サポートされているアベイラビ
ListSupportedAvailabilityZones
リティーゾーンを一覧表示しま
[アクセス許可
す
のみ]

リスト

RoboMaker リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示します

リスト

deploymentFleet (p. 1605)
deploymentJob (p. 1605)
robot (p. 1605)
robotApplication (p. 1605)
simulationApplication (p. 1605)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

simulationJob (p. 1605)
simulationJobBatch (p. 1605)
world (p. 1605)
worldExportJob (p. 1605)
worldGenerationJob (p. 1605)
worldTemplate (p. 1605)
ワールドのエクスポートジョブ
ListWorldExportJobs
を一覧表示します

リスト

ワールドの生成ジョブを一覧表
ListWorldGenerationJobs
示します

リスト

ワールドテンプレートを一覧表
ListWorldTemplates
示します

リスト

ListWorlds

ワールドを一覧表示します

リスト

RegisterRobot

フリートにロボットを登録しま
す

書き込み

実行中のシミュレーションジョ
RestartSimulationJob
ブを再開します

書き込み

シミュレーションジョブバッチ
StartSimulationJobBatch
を作成します

書き込み

フリート内のすべてのロボット
SyncDeploymentJob
に最近デプロイされたロボット
アプリケーションがデプロイさ
れるようにします

書き込み

deploymentFleet* (p. 1605)iam:CreateServiceLinkedR

TagResource

タグ付け

deploymentFleet (p. 1605)

RoboMaker リソースにタグを追
加します

deploymentFleet* (p. 1605)
robot* (p. 1605)
simulationJob* (p. 1605)

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)

deploymentJob (p. 1605)
robot (p. 1605)
robotApplication (p. 1605)
simulationApplication (p. 1605)
simulationJob (p. 1605)
simulationJobBatch (p. 1605)
world (p. 1605)
worldExportJob (p. 1605)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

worldGenerationJob (p. 1605)
worldTemplate (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1605)
RoboMaker リソースからタグを
UntagResource 削除します

タグ付け

deploymentFleet (p. 1605)
deploymentJob (p. 1605)
robot (p. 1605)
robotApplication (p. 1605)
simulationApplication (p. 1605)
simulationJob (p. 1605)
simulationJobBatch (p. 1605)
world (p. 1605)
worldExportJob (p. 1605)
worldGenerationJob (p. 1605)
worldTemplate (p. 1605)
aws:TagKeys (p. 1606)

ロボットアプリケーションを更
UpdateRobotApplication
新する

書き込み

robotApplication* (p. 1605)

個々のロボットのデプロイ状況
UpdateRobotDeployment
を報告します
[アクセス許可
のみ]

書き込み

シミュレーションアプリケー
UpdateSimulationApplication
ションを更新する

書き込み

simulationApplication* (p. 1605)

ワールドテンプレートを更新し
UpdateWorldTemplate
ます

書き込み

worldTemplate* (p. 1605)

AWS RoboMaker で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1599)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
robotApplication ${Account}:robot-application/
${ApplicationName}/${CreatedOnEpoch}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
simulationApplication
${Account}:simulation-application/
${ApplicationName}/${CreatedOnEpoch}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

simulationJob

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
${Account}:simulation-job/${SimulationJobId}

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
simulationJobBatch
${Account}:simulation-job-batch/
${SimulationJobBatchId}
deploymentJob
robot

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
${Account}:deployment-job/${DeploymentJobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
${Account}:robot/${RobotName}/
${CreatedOnEpoch}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
deploymentFleet ${Account}:deployment-fleet/${FleetName}/
${CreatedOnEpoch}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
worldGenerationJob
${Account}:world-generation-job/
${WorldGenerationJobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
${Account}:world-export-job/
${WorldExportJobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

worldTemplate

arn:${Partition}:robomaker:
${Region}:${Account}:world-template/
${WorldTemplateJobId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

world

arn:${Partition}:robomaker:${Region}:
${Account}:world/${WorldId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1606)

worldExportJob

AWS RoboMaker の条件キー
AWS RoboMaker では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

Amazon Route 53 のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Route 53 (サービスプレフィックス: route53) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Route 53 で定義されるアクション (p. 1606)
• Amazon Route 53 で定義されるリソースタイプ (p. 1613)
• Amazon Route 53 の条件キー (p. 1613)

Amazon Route 53 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DNSSEC による署名に使用でき
ActivateKeySigningKey
るように、キー署名キーをアク
ティブ化する許可を付与
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hostedzone* (p. 1613)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

追加の Amazon VPC をプライ
AssociateVPCWithHostedZone
ベートホストゾーンに関連付け
るアクセス許可を付与

書き込み

hostedzone (p. 1613)

ec2:DescribeVpcs

CIDR コレクション内の CIDR ブ
ChangeCidrCollection
ロックを作成または削除する許
可を付与

書き込み

cidrcollection* (p. 1613)

レコードを作成、更新、または
ChangeResourceRecordSets
削除する許可を付与。このアク
セス許可には、指定されたドメ
インやサブドメイン名の正式な
DNS 情報を含む

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

route53:ChangeResourceRecordSetsN

route53:ChangeResourceRecordSetsR

route53:ChangeResourceRecordSetsA
ヘルスチェックまたはホスト
ChangeTagsForResource
ゾーンのタグを追加、編集、ま
たは削除する許可を付与

タグ付け

新しい CIDR コレクションを作
CreateCidrCollection
成する許可を付与

書き込み

新しいヘルスチェックを作成す
CreateHealthCheck
る許可を付与。これにより、
ウェブアプリケーションやウェ
ブサーバーなどのリソースの状
態やパフォーマンスをモニタリ
ング

書き込み

パブリックホストゾーンを作
CreateHostedZone
成する許可を付与。このアク
セス許可を使用して、ドメイ
ンネームシステム (DNS) で
example.com などのドメイン
やそのサブドメインのインター
ネットトラフィックをルーティ
ングする方法を指定

書き込み

ホストゾーンに関連付けられた
CreateKeySigningKey
新しいキー署名キーを作成する
許可を付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

DNS クエリログ記録の設定を作
CreateQueryLoggingConfig
成する許可を付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

複数のホストゾーンで再利用で
CreateReusableDelegationSet
きる委任セット (4 つのネーム
サーバーのグループ) を作成する
許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

トラフィックポリシーを作成
CreateTrafficPolicy
する許可を付与。このアクセ
ス許可を使用して、1 つのドメ
イン名 (例: example.com) また
は 1 つのサブドメイン名 (例:
www.example.com) に対して複
数の DNS レコードを作成

書き込み

指定されたトラフィックポリ
CreateTrafficPolicyInstance
シーバージョンの設定に基づ
き、指定されたホストゾーンに
レコードを作成する許可を付与

書き込み

既存のトラフィックポリシーの
CreateTrafficPolicyVersion
新しいバージョンを作成する許
可を付与

書き込み

trafficpolicy* (p. 1613)

指定された VPC を作成した
書き込み
CreateVPCAssociationAuthorization
AWS アカウント を認可し
て、AssociateVPCWithHostedZone
リクエストを送信するアクセス
許可を付与。これにより、別の
アカウントによって作成され、
指定されたホストゾーンに VPC
を関連付け

hostedzone* (p. 1613)

DNSSEC による署名に使用され
DeactivateKeySigningKey
ないように、キー署名キーを非
アクティブ化する許可を付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

CIDR コレクションを削除する許
DeleteCidrCollection
可を付与

書き込み

cidrcollection* (p. 1613)

ヘルスチェックを削除する許可
DeleteHealthCheck
を付与

書き込み

healthcheck* (p. 1613)

ホストゾーンを削除する許可を
DeleteHostedZone付与。

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

キー署名キーを削除する許可を
DeleteKeySigningKey
付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

DNS クエリログ記録の設定を削
DeleteQueryLoggingConfig
除する許可を付与。

書き込み

queryloggingconfig* (p. 1613)

再利用可能な委任セットを削除
DeleteReusableDelegationSet
する許可を付与

書き込み

delegationset* (p. 1613)

トラフィックポリシーを削除す
DeleteTrafficPolicyる許可を付与

書き込み

trafficpolicy* (p. 1613)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

トラフィックポリシーインスタ
DeleteTrafficPolicyInstance
ンスと、インスタンスの作成時
に Route 53 で作成されたすべて
のレコードを削除する許可を付
与

書き込み

trafficpolicyinstance* (p. 1613)

Amazon Virtual Private Cloud を
DeleteVPCAssociationAuthorization
Route 53 プライベートホスト
ゾーンに関連付ける認証を削除
する許可を付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

特定のホストゾーンで DNSSEC
DisableHostedZoneDNSSEC
サインインを無効にする許可を
付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

Route 53 プライベートホス
DisassociateVPCFromHostedZone
トゾーンから Amazon Virtual
Private Cloud の関連付けを解除
する許可を付与

書き込み

hostedzone (p. 1613)

特定のホストゾーンで DNSSEC
EnableHostedZoneDNSSEC
サインインを有効にする許可を
付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

現在のアカウントの指定された
GetAccountLimit 制限 (例: アカウントを使用して
作成できるヘルスチェックの最
大数) を取得する許可を付与

読み込み

GetChange

リスト

1 つ以上のレコードを作成、更
新、または削除するリクエスト
の現在のステータスを取得する
許可を付与

リソースの状態を確認するため
GetCheckerIpRanges
に Route 53 ヘルスチェッカーで
使用される IP 範囲のリストを取
得する許可を付与

リスト

GetDNSSEC

読み込み

ホストゾーンのキー署名キーを
含む、特定のホストゾーンの
DNSSEC に関する情報を取得す
る許可を付与

change* (p. 1613)

hostedzone* (p. 1613)

指定された地理的な場所が Route リスト
GetGeoLocation 53 位置情報レコードでサポート
されているかどうかに関する情
報を取得する許可を付与
指定されたヘルスチェックに関
GetHealthCheck する情報を取得する許可を付与

読み込み

現在の AWS アカウント に関連
GetHealthCheckCount
付けられたヘルスチェックの数
を取得するアクセス許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたヘルスチェックが最
GetHealthCheckLastFailureReason
近失敗した理由を取得する許可
を付与

リスト

healthcheck* (p. 1613)

指定されたヘルスチェックのス
GetHealthCheckStatus
テータスを取得する許可を付与

リスト

healthcheck* (p. 1613)

指定されたホストゾーンに関す
GetHostedZone る情報 (例: Route 53 によってホ
ストゾーンに割り当てられた 4
つのネームサーバー) を取得する
許可を付与

リスト

hostedzone* (p. 1613)

現在の AWS アカウント に関連
GetHostedZoneCount
付けられたホストゾーンの数を
取得するアクセス許可を付与

リスト

指定されたホストゾーンに対し
GetHostedZoneLimit
て指定された制限を取得する許
可を付与

読み込み

hostedzone* (p. 1613)

DNS クエリログ記録の指定され
GetQueryLoggingConfig
た設定に関する情報を取得する
許可を付与

読み込み

queryloggingconfig* (p. 1613)

指定された再利用可能な委任
GetReusableDelegationSet
セット (例: 委任セットに割り当
てられた 4 つのネームサーバー)
を取得する許可を付与

リスト

delegationset* (p. 1613)

指定した再利用可能な委任セッ
GetReusableDelegationSetLimit
トに関連付けることができるホ
ストゾーンの最大数を取得する
許可を付与。

読み込み

delegationset* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
GetTrafficPolicy シーバージョンに関する情報を
取得する許可を付与。

読み込み

trafficpolicy* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
GetTrafficPolicyInstance
シーインスタンスに関する情報
を取得する許可を付与

読み込み

trafficpolicyinstance* (p. 1613)

現在の AWS アカウント に関
GetTrafficPolicyInstanceCount
連付けられたトラフィックポリ
シーインスタンスの数を取得す
るアクセス許可を付与

読み取り

ListCidrBlocks

指定された CIDR コレクション
内の CIDR ブロックのリストを
取得する許可を付与

リスト

現在の AWS アカウント に関連
ListCidrCollections付けられた CIDR コレクション
のリストを取得する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された CIDR コレクション
ListCidrLocations に属する CIDR ロケーションの
リストを取得する許可を付与

リスト

Route 53 がサポートする地理的
ListGeoLocations な場所のリストを取得する許可
を付与

読み込み

現在の AWS アカウント に関連
ListHealthChecks 付けられたヘルスチェックのリ
ストを取得するアクセス許可を
付与

読み込み

現在の AWS アカウント に関
ListHostedZones 連付けられたパブリックホスト
ゾーンおよびプライベートホス
トゾーンのリストを取得するア
クセス許可を付与

リスト

辞書式順序でホストゾーンのリ
ListHostedZonesByName
ストを取得する許可を付与 ホ
ストゾーンは、ラベルを逆に
して名前でソートされます (例:
com.example.www)。

リスト

指定した VPC が関連付けられて
ListHostedZonesByVPC
いるすべてのプライベートホス
トゾーンのリストを取得する許
可を付与

リスト

現在の AWS アカウント、または
ListQueryLoggingConfigs
指定したホストゾーンに関連付
けられている設定に関連付けら
れている DNS クエリログ記録の
設定を一覧表示する許可を付与

リスト

hostedzone (p. 1613)

指定されたホストゾーンのレ
ListResourceRecordSets
コードを一覧表示する許可を付
与

リスト

hostedzone* (p. 1613)

現在の AWS アカウント に関
ListReusableDelegationSets
連付けられた再利用可能な委託
セットを一覧表示するアクセス
許可を付与

読み込み

1 つのヘルスチェックまたはホス
ListTagsForResource
トゾーンのタグを一覧表示する
許可を付与

読み込み

最大 10 のヘルスチェックまたは
ListTagsForResources
ホストゾーンのタグを一覧表示
する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

現在の AWS アカウント に関
ListTrafficPolicies 連付けられているすべてのト
ラフィックポリシーの最新バー
ジョンの情報を取得するアクセ
ス許可を付与。ポリシーは、作
成された順に一覧表示

リスト

現在の AWS アカウント を使用
ListTrafficPolicyInstances
して作成したトラフィックポリ
シーインスタンスの情報を取得
するアクセス許可を付与

読み込み

指定されたホストゾーンで作成
ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone
したトラフィックポリシーイン
スタンスに関する情報を取得す
る許可を付与

リスト

hostedzone* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
ListTrafficPolicyInstancesByPolicy
シーバージョンを使用して作成
したトラフィックポリシーイン
スタンスに関する情報を取得す
る許可を付与

リスト

trafficpolicy* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
ListTrafficPolicyVersions
シーのすべてのバージョンに関
する情報を取得する許可を付与

リスト

trafficpolicy* (p. 1613)

他のアカウントによって作成さ
ListVPCAssociationAuthorizations
れ、指定されたホストゾーンに
関連付けることができる VPC の
リストを取得する許可を付与

リスト

hostedzone* (p. 1613)

指定されたレコード名とタイプ
TestDNSAnswer の DNS クエリに応答して Route
53 によって返される値を取得す
る許可を付与

読み込み

既存のヘルスチェックを更新す
UpdateHealthCheck
る許可を付与

書き込み

healthcheck* (p. 1613)

指定されたホストゾーンのコメ
UpdateHostedZoneComment
ントを更新する許可を付与

書き込み

hostedzone* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
UpdateTrafficPolicyComment
シーバージョンのコメントを更
新する許可を付与

書き込み

trafficpolicy* (p. 1613)

指定されたトラフィックポリ
UpdateTrafficPolicyInstance
シーバージョンの設定に基づき
作成された、指定のホストゾー
ンのレコードを更新する許可を
付与

書き込み

trafficpolicyinstance* (p. 1613)
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Amazon Route 53 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1606)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

cidrcollection

arn:${Partition}:route53:::cidrcollection/
${Id}

change

arn:${Partition}:route53:::change/${Id}

delegationset

arn:${Partition}:route53:::delegationset/
${Id}

healthcheck

arn:${Partition}:route53:::healthcheck/${Id}

hostedzone

arn:${Partition}:route53:::hostedzone/${Id}

trafficpolicy

arn:${Partition}:route53:::trafficpolicy/
${Id}

arn:
trafficpolicyinstance
${Partition}:route53:::trafficpolicyinstance/
${Id}
arn:
queryloggingconfig${Partition}:route53:::queryloggingconfig/
${Id}
vpc

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:vpc/${VpcId}

Amazon Route 53 の条件キー
Amazon Route 53 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義されます。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

ChangeResourceRecordSets リクエスト内の変更アクション
route53:ChangeResourceRecordSetsActions
(CREATE、UPSERT、または DELETE) でアクセスをフィル
タリングします

ArrayOfString

ChangeResourceRecordSets リクエスト内の正規化された
route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames
DNS レコード名でアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

ChangeResourceRecordSets リクエスト内の DNS レコード
route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes
タイプでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString
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Amazon Route 53 Domains のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Route 53 Domains (サービスプレフィックス: route53domains) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Route 53 Domains によって定義されるアクション (p. 1614)
• Amazon Route 53 Domains によって定義されるリソースタイプ (p. 1617)
• Amazon Route 53 Domains の条件キー (p. 1617)

Amazon Route 53 Domains によって定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

別の AWS アカウント から現在
AcceptDomainTransferFromAnotherAwsAccount
の AWS アカウント へのドメイ
ンの移行を受け入れるアクセス
許可を付与

Write

現在の AWS アカウント から別
CancelDomainTransferToAnotherAwsAccount
の AWS アカウント へのドメイ
ンの移行をキャンセルするアク
セス許可を付与

Write

1 つのドメイン名が使用可能かど
CheckDomainAvailability
うかを確認する許可を付与。

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドメイン名を Amazon Route 53
CheckDomainTransferability
に移行できるかどうかを確認す
る許可を付与

読み取り

DeleteDomain

ドメインを削除する許可を付与

書き込み

ドメインの指定されたタグを削
DeleteTagsForDomain
除する許可を付与。

タグ付け

ドメイン登録の有効期限が切れ
DisableDomainAutoRenew
る前に、指定したドメインを自
動的に更新するように Amazon
Route 53 を設定する許可を付
与。

Write

ドメインの転送ロック (特に
DisableDomainTransferLock
clientTransferProhibited ステータ
ス) を削除してドメイン転送を許
可する許可を付与。

Write

ドメイン登録の有効期限が切れ
EnableDomainAutoRenew
る前に、指定したドメインを自
動的に更新するように Amazon
Route 53 を設定する許可を付
与。

Write

ドメイン転送を阻止するよう
EnableDomainTransferLock
にドメインの転送ロック (特に
clientTransferProhibited ステータ
ス) を設定する許可を付与。

書き込み

新しいドメインの登録など、登
GetContactReachabilityStatus
録者の連絡先の E メールアドレ
スが有効であることの確認が必
要なオペレーションの場合は、
登録者の連絡先が応答したかど
うかに関する情報を取得する許
可を付与。

読み取り

ドメインに関する詳細情報を取
GetDomainDetail 得する許可を付与。

Read

文字列を指定して、提案された
GetDomainSuggestions
ドメイン名のリストを取得す
る許可を付与。文字列は、ドメ
イン名でも、単に単語またはフ
レーズ (スペースなし) でも構い
ません。

Read

完了していないオペレーション
GetOperationDetail
の現在のステータスを取得する
許可を付与。

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListDomains

現在の AWS アカウント の
Amazon Route 53 に登録されて
いるすべてのドメイン名を一覧
表示するアクセス許可を付与

リスト

ListOperations

まだ完了していないオペレー
ションのオペレーション ID を一
覧表示する許可を付与。

リスト

ListPrices

TLD に対するオペレーションの
料金を一覧表示する許可を付与

リスト

指定したドメインに関連付けら
ListTagsForDomain
れているすべてのタグを一覧表
示する許可を付与。

読み取り

ドメインを登録する許可を付
RegisterDomain 与。

Write

別の AWS アカウント から現在
RejectDomainTransferFromAnotherAwsAccount
の AWS アカウント へのドメイ
ンの移行を拒否するのアクセス
許可を付与

Write

RenewDomain

指定した年数の期間中にドメイ
ンを更新する許可を付与。

書き込み

新しいドメインの登録など、登
ResendContactReachabilityEmail
録者の連絡先の E メールアドレ
スが有効であることの確認が必
要なオペレーションの場合は、
登録者の連絡先の現在の E メー
ルアドレスに確認メールを再送
信する許可を付与

書き込み

ドメインの AuthCode を取得す
RetrieveDomainAuthCode
る許可を付与。

Write

別の登録者から Amazon Route
TransferDomain 53 にドメインを移行する許可を
付与。

Write

現在の AWS アカウント から別
TransferDomainToAnotherAwsAccount
の AWS アカウント にドメイン
を移行するアクセス許可を付与

Write

ドメインの連絡先情報を更新す
UpdateDomainContact
る許可を付与。

Write

ドメイン連絡先のプライバシー
UpdateDomainContactPrivacy
設定を更新する許可を付与。

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドメインの現在のネームサー
UpdateDomainNameservers
バーのセットを、指定したネー
ムサーバーのセットに置き換え
るアクセス許可を付与

Write

指定したドメインのタグを追加
UpdateTagsForDomain
または更新する許可を付与。

タグ付け

ViewBilling

Read

現在の AWS アカウント の、指
定した期間中のすべてのドメイ
ン関連請求レコードを取得する
アクセス許可を付与

依存アク
ション

Amazon Route 53 Domains によって定義されるリソースタイプ
Amazon Route 53 Domains では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の
指定はサポートされていません。Amazon Route 53 Domains へのアクセスを許可するには、ポリシーで
“Resource”: “*” を指定します。

Amazon Route 53 Domains の条件キー
Route 53 Domains には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Route 53 Recovery クラスターのアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Route 53 Recovery クラスター (サービスプレフィックス: route53-recovery-cluster) で
は、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されており、IAM
許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Route 53 Recovery クラスターで定義されるアクション (p. 1617)
• Amazon Route 53 Recovery クラスターで定義されるリソースタイプ (p. 1618)
• Amazon Route 53 Recovery クラスターの条件キー (p. 1619)

Amazon Route 53 Recovery クラスターで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルーティングの制御状態を取得
GetRoutingControlState
するためのアクセス許可を付与
する

読み込み

ルーティング制御を一覧表示す
ListRoutingControls
るためのアクセス許可を付与す
る

読み込み

ルーティングの制御状態を更新
UpdateRoutingControlState
するためのアクセス許可を付与
する

書き込み

一連のルーティングの制御状態
UpdateRoutingControlStates
を更新するためのアクセス許可
を付与する

書き込み

依存アク
ション

routingcontrol* (p. 1618)

routingcontrol* (p. 1618)

route53recoverycluster:AllowSafetyRulesOverrides (p. 1
routingcontrol* (p. 1618)

route53recoverycluster:AllowSafetyRulesOverrides (p. 1

Amazon Route 53 Recovery クラスターで定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1617)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
routingcontrol

条件キー

arn:${Partition}:route53-recovery-control::
${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/
routingcontrol/${RoutingControlId}
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Amazon Route 53 Recovery クラスターの条件キー
Amazon Route 53 Recovery Cluster では、以下の条件キーを定義しており、IAM ポリシーの Condition
要素での使用が可能です。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに
絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

route53-recovery- 安全ルールを上書きして、ルーティング制御状態の更新を許
cluster:AllowSafetyRulesOverrides
可する

Bool

Amazon Route 53 Recovery コントロールのアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Route 53 Recovery コントロール (サービスプレフィックス: route53-recovery-controlconfig) では、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されて
おり、IAM 許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Route 53 Recovery コントロールで定義されるアクション (p. 1619)
• Amazon Route 53 Recovery コントロールで定義されるリソースタイプ (p. 1621)
• Amazon Route 53 Recovery コントロールの条件キー (p. 1622)

Amazon Route 53 Recovery コントロールで定義されるアクショ
ン
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateCluster

クラスターを作成する許可を付
与

書き込み

依存アク
ション

cluster* (p. 1622)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1622)
aws:TagKeys (p. 1622)

コントロールパネルを作成する
CreateControlPanel
ためのアクセス許可を付与

書き込み

controlpanel* (p. 1622)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1622)
aws:TagKeys (p. 1622)

ルーティング制御を作成するた
CreateRoutingControl
めのアクセス許可を付与

書き込み

routingcontrol* (p. 1622)

安全ルールを作成するためのア
CreateSafetyRule クセス許可を付与

書き込み

safetyrule* (p. 1622)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1622)
aws:TagKeys (p. 1622)

DeleteCluster

クラスターを削除するためのア
クセス許可を付与

書き込み

cluster* (p. 1622)

コントロールパネルを削除する
DeleteControlPanel
ためのアクセス許可を付与

書き込み

controlpanel* (p. 1622)

ルーティング制御を削除するた
DeleteRoutingControl
めのアクセス許可を付与

Write

routingcontrol* (p. 1622)

安全ルールを削除するためのア
DeleteSafetyRule クセス許可を付与

Write

safetyrule* (p. 1622)

クラスターを詳細表示するため
DescribeCluster のアクセス許可を付与

Read

cluster* (p. 1622)

コントロールパネルについて詳
DescribeControlPanel
細表示するためのアクセス許可
を付与

Read

controlpanel* (p. 1622)

ルーティング制御を詳細表示す
DescribeRoutingControl
るためのアクセス許可を付与

Read

routingcontrol* (p. 1622)

ルーティング制御を詳細表示す
DescribeRoutingControlByName
るためのアクセス許可を付与

Read

routingcontrol* (p. 1622)

安全ルールを詳細表示するため
DescribeSafetyRule
のアクセス許可を付与

読み取り

safetyrule* (p. 1622)

関連付けられた Route 53 ヘルス
ListAssociatedRoute53HealthChecks
チェックを一覧表示するための
アクセス許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListClusters

クラスターを一覧表示するため
のアクセス許可を付与

読み取り

コントロールパネルを一覧表示
ListControlPanels するためのアクセス許可を付与

Read

ルーティング制御を一覧表示す
ListRoutingControls
るためのアクセス許可を付与

読み取り

安全ルールを一覧表示するため
ListSafetyRules のアクセス許可を付与

読み取り

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

TagResource

タグ付け

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

依存アク
ション

controlpanel* (p. 1622)

cluster (p. 1622)
controlpanel (p. 1622)
safetyrule (p. 1622)
aws:TagKeys (p. 1622)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1622)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

cluster (p. 1622)
controlpanel (p. 1622)
safetyrule (p. 1622)
aws:TagKeys (p. 1622)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1622)

クラスターを更新するためのア
UpdateControlPanel
クセス許可を付与

書き込み

controlpanel* (p. 1622)

ルーティング制御を更新するた
UpdateRoutingControl
めのアクセス許可を付与

書き込み

routingcontrol* (p. 1622)

安全ルールを更新するためのア
UpdateSafetyRuleクセス許可を付与

書き込み

safetyrule* (p. 1622)

Amazon Route 53 Recovery コントロールで定義されるリソース
タイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1619)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

cluster

arn:${Partition}:route53-recovery-control::
${Account}:cluster/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1622)

controlpanel

arn:${Partition}:route53-recovery-control::
${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1622)

routingcontrol

arn:${Partition}:route53-recovery-control::
${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/
routingcontrol/${RoutingControlId}

safetyrule

arn:${Partition}:route53-recovery-control::
${Account}:controlpanel/${ControlPanelId}/
safetyrule/${SafetyRuleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1622)

Amazon Route 53 Recovery コントロールの条件キー
Amazon Route 53 Recovery Controls では、以下の条件キーを定義しており、IAM ポリシーの Condition
要素での使用が可能です。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに
絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグのキーと値でアクセスをフィルター

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクセスを
フィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Route 53 Recovery Readiness のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon Route 53 Recovery Readiness (サービスプレフィックス: route53-recovery-readiness) で
は、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキストキーが用意されており、IAM
許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
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• Amazon Route 53 Recovery Readiness で定義されるアクション (p. 1623)
• Amazon Route 53 Recovery Readiness で定義されるリソースタイプ (p. 1626)
• Amazon Route 53 Recovery Readiness の条件キー (p. 1626)

Amazon Route 53 Recovery Readiness で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateCell

新しいセルを作成するためのア
クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

cell* (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)

クロスアカウント認証を作成す
CreateCrossAccountAuthorization
るためのアクセス許可を付与

書き込み

準備状況チェックを作成するた
CreateReadinessCheck
めのアクセス許可を付与

書き込み

readinesscheck* (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)

リカバリグループを作成するた
CreateRecoveryGroup
めのアクセス許可を付与

書き込み

recoverygroup* (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)

リソースセットを作成するため
CreateResourceSet
のアクセス許可を付与

書き込み

resourceset* (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteCell

セルを削除するためのアクセス
許可を付与

書き込み

クロスアカウント認証を削除す
DeleteCrossAccountAuthorization
るためのアクセス許可を付与

書き込み

準備状況チェックを削除するた
DeleteReadinessCheck
めのアクセス許可を付与

書き込み

readinesscheck* (p. 1626)

リカバリグループを削除するた
DeleteRecoveryGroup
めのアクセス許可を付与

書き込み

recoverygroup* (p. 1626)

リソースセットを削除するため
DeleteResourceSet
のアクセス許可を付与

書き込み

resourceset* (p. 1626)

リカバリグループのアーキテク
GetArchitectureRecommendations
チャに関する推奨事項を取得す
るためのアクセス許可を付与

読み取り

recoverygroup* (p. 1626)

GetCell

セルに関する情報を取得するた
めのアクセス許可を付与

読み取り

cell* (p. 1626)

セルの準備状況の概要を取得す
GetCellReadinessSummary
るためのアクセス許可を付与

読み取り

cell* (p. 1626)

準備状況チェックに関する情報
GetReadinessCheck
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み取り

readinesscheck* (p. 1626)

個別リソースについて準備状況
GetReadinessCheckResourceStatus
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み取り

readinesscheck* (p. 1626)

準備状況チェックのステータス
GetReadinessCheckStatus
を取得するためのアクセス許可
を付与 (リソースセット用)

読み取り

readinesscheck* (p. 1626)

リカバリグループに関する情報
GetRecoveryGroup
を取得するためのアクセス許可
を付与

読み取り

recoverygroup* (p. 1626)

リカバリグループの準備状況の
GetRecoveryGroupReadinessSummary
概要を取得するためのアクセス
許可を付与

読み取り

recoverygroup* (p. 1626)

リソースセットに関する情報を
GetResourceSet 取得するためのアクセス許可を
付与

読み取り

resourceset* (p. 1626)

ListCells

セルを一覧表示するためのアク
セス許可を付与

読み取り

クロスアカウント認証を一覧表
ListCrossAccountAuthorizations
示するためのアクセス許可を付
与

読み取り
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

準備状況チェックを一覧表示す
ListReadinessChecks
るためのアクセス許可を付与

読み取り

リカバリグループを一覧表示す
ListRecoveryGroups
るためのアクセス許可を付与

読み取り

リソースセットを一覧表示する
ListResourceSets ためのアクセス許可を付与

読み取り

ListRules

準備状況ルールを一覧表示する
ためのアクセス許可を付与

Read

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResources
許可を付与

Read

TagResource

タグ付け

リソースにタグを追加する許可
を付与

依存アク
ション

cell (p. 1626)
readinesscheck (p. 1626)
recoverygroup (p. 1626)
resourceset (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

cell (p. 1626)
readinesscheck (p. 1626)
recoverygroup (p. 1626)
resourceset (p. 1626)
aws:TagKeys (p. 1626)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1626)

UpdateCell

セルを更新するためのアクセス
許可を付与

書き込み

準備状況チェックを更新するた
UpdateReadinessCheck
めのアクセス許可を付与

書き込み

リカバリグループを更新するた
UpdateRecoveryGroup
めのアクセス許可を付与

書き込み

リソースセットを更新するため
UpdateResourceSet
のアクセス許可を付与

書き込み
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Amazon Route 53 Recovery Readiness で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1623)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:route53-recoveryreadinesscheck readiness::${Account}:readiness-check/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1626)

resourceset

arn:${Partition}:route53-recoveryreadiness::${Account}:resource-set/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1626)

cell

arn:${Partition}:route53-recoveryreadiness::${Account}:cell/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1626)

recoverygroup

arn:${Partition}:route53-recoveryreadiness::${Account}:recovery-group/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1626)

Amazon Route 53 Recovery Readiness の条件キー
Amazon Route 53 Recovery Readiness では、以下の条件キーを定義しており、IAM ポリシーの
Condition 要素での使用が可能です。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される
条件をさらに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照し
てください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Route 53 Resolver のアクション、リソー
ス、および条件キー
Amazon Route 53 リゾルバー (サービスプレフィックス: route53resolver) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Route 53 Resolver で定義されるリソース (p. 1627)
• Amazon Route 53 Resolver で定義されるリソースタイプ (p. 1635)
• Amazon Route 53 Resolver の条件キー (p. 1636)

Amazon Route 53 Resolver で定義されるリソース
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

Amazon VPC を指定されたファ
AssociateFirewallRuleGroup
イアウォールのルールグループ
に関連付けるアクセス許可を付
与します。

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Write

ec2:DescribeVpcs

firewallrule-groupassociation* (p. 1636)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)

指定した IP アドレスを Resolver
AssociateResolverEndpointIpAddress
エンドポイントに関連付けるア
クセス許可を付与します。これ
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたクエリログ設定に
AssociateResolverQueryLogConfig
Amazon VPC を関連付けるアク
セス許可を付与します

Write

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

ec2:DescribeVpcs

指定した Resolver ルールを、指
AssociateResolverRule
定した VPC に関連付けるアクセ
ス許可を付与します

Write

resolverrule* (p. 1636)

ファイアウォールのドメインリ
CreateFirewallDomainList
ストを作成するためのアクセス
許可を付与します

Write

firewalldomainlist* (p. 1636)

は、DNS クエリがネットワーク
(アウトバウンド) または VPC (イ
ンバウンド) に到達するまでに経
由する IP アドレスです。

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)
ファイアウォールルールグルー
CreateFirewallRule
プ内にファイアウォールルール
を作成するためのアクセス許可
を付与します

Write

firewallrulegroup* (p. 1636)

ファイアウォールルールグルー
CreateFirewallRuleGroup
プを作成するためのアクセス許
可を付与します

Write

firewallrulegroup* (p. 1636)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)

Resolver エンドポイントを作成
CreateResolverEndpoint
する許可を付与。Resolver エン
ドポイントには、インバウンド
とアウトバウンドの 2 つのタイ
プがあります

Write

resolverendpoint* (p. 1636)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)

Resolver クエリログ設定を
CreateResolverQueryLogConfig
作成する許可を付与。これ
は、Resolver が VPC から生成さ
れる DNS クエリログを保存する
場所を定義します

書き込み

resolverquery-logconfig* (p. 1636)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)

VPC で作成された DNS クエリ
CreateResolverRule
について、VPC からクエリを
ルーティングする方法を定義す
る許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)
ファイアウォールのドメインリ
DeleteFirewallDomainList
ストを削除するためのアクセス
許可を付与します

Write

firewalldomainlist* (p. 1636)

ファイアウォールルールグルー
DeleteFirewallRuleプ内のファイアウォールルール
を削除するためのアクセス許可
を付与します

Write

firewallrulegroup* (p. 1636)

ファイアウォールルールグルー
DeleteFirewallRuleGroup
プを削除するためのアクセス許
可を付与します

Write

firewallrulegroup* (p. 1636)

Resolver エンドポイントを削除
DeleteResolverEndpoint
する許可を付与。Resolver エン
ドポイントを削除する効果は、
エンドポイントがインバウンド
であるかアウトバウンドである
かによって異なります

Write

resolverendpoint* (p. 1636)

Resolver クエリログ設定を削除
DeleteResolverQueryLogConfig
する許可を付与

Write

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

Resolver ルールを削除する許可
DeleteResolverRule
を付与

Write

resolverrule* (p. 1636)

指定したファイアウォールの
DisassociateFirewallRuleGroup
ルールグループと指定した VPC
の関連付けを削除する許可を付
与。

Write

firewallrule-groupassociation* (p. 1636)

指定した IP アドレスを Resolver Write
DisassociateResolverEndpointIpAddress
エンドポイントから削除する許
可を付与。これは、DNS クエリ
がネットワーク (アウトバウンド)
または VPC (インバウンド) に到
達するまでに経由する IP アドレ
スです。

resolverendpoint* (p. 1636)

指定した Resolver クエリログ設
DisassociateResolverQueryLogConfig
定と指定した VPC との関連付け
を削除する許可を付与

Write

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

指定した Resolver ルールと指定
DisassociateResolverRule
した VPC の関連付けを削除する
許可を付与

Write

resolverrule* (p. 1636)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたファイアウォール設
GetFirewallConfig定に関する情報を取得するため
のアクセス許可を付与します

Read

firewallconfig* (p. 1636)

ec2:DescribeVpcs

指定されたファイアウォールド
GetFirewallDomainList
メインリストに関する情報を取
得するためのアクセス許可を付
与します

Read

firewalldomainlist* (p. 1636)

指定したファイアウォールルー
GetFirewallRuleGroup
ルグループに関する情報を取得
するためのアクセス許可を付与
します

Read

firewallrulegroup* (p. 1636)

指定したファイアウォールの
GetFirewallRuleGroupAssociation
ルールグループと VPC の間の関
連付けに関する情報を取得する
許可を付与。

Read

firewallrule-groupassociation* (p. 1636)

指定されたファイアウォール
GetFirewallRuleGroupPolicy
ルールのグループポリシー (別の
AWS アカウント に使用を許可す
るファイアウォールルールのグ
ループオペレーションとリソー
スを指定) に関する情報を取得す
る許可の付与

読み取り

firewallrulegroup* (p. 1636)

指定されたリソース内のResolver 読み取り
GetResolverConfig
Config ステータスを取得するア
クセス許可を付与します

resolverconfig* (p. 1636)

指定されたリソース内の DNS ク
GetResolverDnssecConfig
エリの DNSSEC 検証サポートス
テータスを取得する権利を付与
します。

Read

resolverdnssecconfig* (p. 1636)

指定した Resolver エンドポイン
GetResolverEndpoint
トに関する情報 (エンドポイント
がインバウンドであるかアウト
バウンドであるか、および DNS
クエリが VPC への送受信の過程
で転送される VPC 内の IP アド
レスなど) を取得するためのアク
セス許可を付与します

Read

resolverendpoint* (p. 1636)

指定した Resolver クエリのログ
GetResolverQueryLogConfig
設定に関する情報を取得するた
めのアクセス許可を付与します
(設定がクエリをログに記録して
いる VPC の数や、ログの送信先
など)

Read

resolverquery-logconfig* (p. 1636)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Resolver クエリのログ設定と
GetResolverQueryLogConfigAssociation
Amazon VPC の間の、指定さ
れた関連付けに関する情報を
取得する許可を付与。VPC を
クエリのログ設定に関連付ける
と、Resolver はその VPC で生成
された DNS クエリをログに記録
します

Read

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

指定された Resolver クエリの
GetResolverQueryLogConfigPolicy
ログ記録ポリシー (別の AWS
アカウント に使用を許可する
Resolver クエリのログ記録オペ
レーションとリソースを指定) に
関する情報を取得する許可の付
与

Read

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

指定した Resolver ルールに関す
GetResolverRule る情報 (ルールが DNS クエリを
転送するドメイン名、クエリの
転送先 IP アドレスなど) を取得
するためのアクセス許可を付与
します

Read

resolverrule* (p. 1636)

指定した Resolver ルールと VPC
GetResolverRuleAssociation
の間の関連付けに関する情報を
取得する許可を付与

Read

resolverrule* (p. 1636)

Resolver ルールポリシー (別の
GetResolverRulePolicy
AWS アカウント に使用を許可す
る Resolver オペレーションとリ
ソースを指定) に関する情報を取
得する許可の付与

Read

resolverrule* (p. 1636)

ファイアウォールドメインの一
ImportFirewallDomains
覧にファイアウォールドメイン
を追加、削除、または置換する
ためのアクセス許可を付与しま
す

Write

firewalldomainlist* (p. 1636)

現在の AWS アカウント が
ListFirewallConfigsチェックできるすべてのファイ
アウォール設定を一覧表示する
許可の付与

リスト

firewallconfig* (p. 1636)

現在の AWS アカウント で使用
ListFirewallDomainLists
できるすべてのファイアウォー
ル ドメイン リストを一覧表示す
る許可の付与

リスト

1631

依存アク
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定されたファイアウォールド
ListFirewallDomains
メインリストの下のすべての
ファイアウォールドメインを一
覧表示するためのアクセス許可
を付与します

リスト

Amazon VPC とファイアウォー
ListFirewallRuleGroupAssociations
ルルールグループ間の関連付け
に関する情報を一覧表示するた
めのアクセス許可を付与します

リスト

現在の AWS アカウント が使用
ListFirewallRuleGroups
できるすべてのファイアウォー
ル ルール グループを一覧表示す
る許可の付与

リスト

指定されたファイアウォール
ListFirewallRules ルールグループの下のすべての
ファイアウォールルールを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与します

リスト

firewallrulegroup* (p. 1636)

リゾルバConfig ステータスを一
ListResolverConfigs
覧表示するアクセス許可を付与
します

リスト

resolverconfig* (p. 1636)

DNS クエリの DNSSEC 検証サ
ListResolverDnssecConfigs
ポートステータスを一覧表示す
る許可を付与。

リスト

resolverdnssecconfig* (p. 1636)

指定した Resolver エンドポイン
ListResolverEndpointIpAddresses
トについて、DNS クエリがネッ
トワーク (アウトバウンド) また
は VPC (インバウンド) に到達す
るまでに経由する IP アドレスを
一覧表示する許可を付与

リスト

resolverendpoint* (p. 1636)

現在の AWS アカウント を
ListResolverEndpoints
使用して作成されたすべての
Resolver エンドポイントを一覧
表示する許可の付与

リスト

Amazon VPC とクエリログ設定
ListResolverQueryLogConfigAssociations
の間の関連付けに関する情報を
一覧表示する許可を付与

リスト

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

ec2:DescribeVpcs

指定したクエリログ設定に関す
ListResolverQueryLogConfigs
る情報を一覧表示する許可を付
与。この設定は、Resolver が
DNS クエリログを保存する場所
を定義し、クエリをログに記録
する VPC を指定します

リスト

resolverquery-logconfig* (p. 1636)

ec2:DescribeVpcs
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

現在の AWS アカウント を使用
ListResolverRuleAssociations
して Resolver ルールと VPC の
間に作成された関連付けを一覧
表示する許可の付与

リスト

現在の AWS アカウント を使用
ListResolverRulesして作成された Resolver ルール
を一覧表示する許可の付与

リスト

指定したリソースに関連付けた
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

Read

firewalldomainlist (p. 1636)
firewallrulegroup (p. 1636)
firewallrule-groupassociation (p. 1636)
resolverendpoint (p. 1636)
resolverquery-logconfig (p. 1636)
resolverrule (p. 1636)

ファイアウォールのルールグ
PutFirewallRuleGroupPolicy
ループを共有する AWS アカウン
ト、共有するファイアウォール
のルールグループ、設定に対し
てアカウントが実行できるよう
にする操作を指定する許可の付
与

経営へのア firewallクセス権
rulegroup* (p. 1636)

クエリのログ記録設定を共有す
PutResolverQueryLogConfigPolicy
る AWS アカウント、共有するク
エリのログ記録設定、設定に対
してアカウントが実行できるよ
うにする操作を指定する許可の
付与

経営へのア resolverクセス権
query-logconfig* (p. 1636)

ルールを共有する AWS アカウン
PutResolverRulePolicy
ト、共有する Resolver ルール、
およびそれらのルールに対して
アカウントが実行できるように
する操作を指定する許可の付与

経営へのア resolverクセス権
rule* (p. 1636)

TagResource

タグ付け

指定したリソースに 1 つ以上の
タグを追加する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

firewalldomainlist (p. 1636)
firewallrulegroup (p. 1636)
firewallrule-groupassociation (p. 1636)
resolverdnssecconfig (p. 1636)
resolverendpoint (p. 1636)
resolverquery-logconfig (p. 1636)
resolverrule (p. 1636)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)
指定したリソースから 1 つ以上
UntagResource のタグを削除する許可を付与

タグ付け

firewallconfig (p. 1636)
firewalldomainlist (p. 1636)
firewallrulegroup (p. 1636)
firewallrule-groupassociation (p. 1636)
resolverdnssecconfig (p. 1636)
resolverendpoint (p. 1636)
resolverquery-logconfig (p. 1636)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

resolverrule (p. 1636)
aws:TagKeys (p. 1636)
ファイアウォール設定の選択し
UpdateFirewallConfig
た設定を更新するためのアクセ
ス許可を付与します

Write

firewallconfig* (p. 1636)

ファイアウォールドメインの一
UpdateFirewallDomains
覧にファイアウォールドメイン
を追加、削除、または置換する
ためのアクセス許可を付与しま
す

Write

firewalldomainlist* (p. 1636)

ファイアウォールルールグルー
UpdateFirewallRule
プのファイアウォールルールに
ついて選択した設定を更新する
ためのアクセス許可を付与しま
す

Write

firewallrulegroup* (p. 1636)

ファイアウォールルールグルー
UpdateFirewallRuleGroupAssociation
プの関連付けについて選択した
設定を更新するためのアクセス
許可を付与します

書き込み

firewallrule-groupassociation* (p. 1636)

指定されたリソース内のResolver 書き込み
UpdateResolverConfig
Config ステータスを更新するア
クセス許可を付与します

resolverconfig* (p. 1636)

指定されたリソース内の DNS ク
UpdateResolverDnssecConfig
エリの DNSSEC 検証サポートス
テータスを更新する権利を付与
します。

Write

resolverdnssecconfig* (p. 1636)

インバウンドまたはアウトバウ
UpdateResolverEndpoint
ンドの Resolver エンドポイント
の選択した設定を更新する許可
を付与

Write

resolverendpoint* (p. 1636)

指定した Resolver ルールの設定
UpdateResolverRule
を更新する許可を付与

Write

resolverrule* (p. 1636)

ec2:DescribeVpcs

ec2:DescribeVpcs

Amazon Route 53 Resolver で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1627)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

resolverdnssec-config

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:resolver-dnssec-config/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

resolver-query- arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
log-config
${Account}:resolver-query-log-config/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

resolver-rule

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:resolver-rule/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

resolverendpoint

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:resolver-endpoint/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

firewall-rulegroup

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:firewall-rule-group/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

firewallrule-groupassociation

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:firewall-rule-group-association/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

firewalldomain-list

arn:${Partition}:route53resolver:
${Region}:${Account}:firewall-domain-list/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

firewall-config

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:firewall-config/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1636)

resolver-config

arn:${Partition}:route53resolver:${Region}:
${Account}:resolver-config/${ResourceId}

Amazon Route 53 Resolver の条件キー
Amazon Route 53 Resolver は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアによっ
てアクセスをフィルタリングする

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon S3 のアクション、リソース、条件キー
Amazon S3 (サービスプレフィックス: s3) には、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる以下のサービス
固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon S3 で定義されるアクション (p. 1637)
• Amazon S3 で定義されるリソースタイプ (p. 1695)
• Amazon S3 の条件キー (p. 1696)

Amazon S3 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マルチパートアップロードを中
AbortMultipartUpload
止するアクセス許可を付与しま
す

Write

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ガバナースモードのオブジェク
BypassGovernanceRetention
トリテンション設定の回避を可
能にするアクセス許可を付与し
ます

依存アク
ション

Permissions object* (p. 1695)
management
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:RequestObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTagKeys (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzcopysource (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:x-amzmetadatadirective (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryption (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptionawskms-keyid (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptioncustomeralgorithm (p. 1698)
s3:x-amzstorageclass (p. 1698)
s3:x-amzwebsiteredirectlocation (p. 1698)
s3:objectlockmode (p. 1697)
s3:objectlock-retainuntildate (p. 1697)
s3:objectlockremainingretentiondays (p. 1697)
s3:objectlock-legalhold (p. 1697)
新しいアクセスポイントを作成
CreateAccessPoint
するアクセス許可を付与します
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Write

accesspoint* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:locationconstraint (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
オブジェクト Lambda 対応のア
CreateAccessPointForObjectLambda
クセスポイントを作成するアク
セス許可を付与します

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
CreateBucket

新しいバケットを作成するアク
セス許可を付与します
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Write

bucket* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:locationconstraint (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)
s3:x-amzobjectownership (p. 1698)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateJob

新しい Amazon S3 バッチオペ
レーションジョブを作成するア
クセス許可を付与します

書き込み

依存アク
ション

s3:authType (p.
iam:PassRole
1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:RequestJobPriority (p. 1696)
s3:RequestJobOperation (p. 1696)
aws:TagKeys (p. 1696)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1696)

新しいマルチリージョンアクセ
CreateMultiRegionAccessPoint
スポイントを作成する許可を付
与

書き込み

multiregionaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
Write

DeleteAccessPoint
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accesspoint* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

URI で指定されたアクセスポイ
ントを削除するアクセス許可を
付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
URI で指定されたオブジェクト
Write
DeleteAccessPointForObjectLambda
Lambda 対応アクセスポイントを
削除するアクセス許可を付与し
ます

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
Permissions accesspoint* (p. 1695)
management

DeleteAccessPointPolicy
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したアクセスポイントでポ
リシーを削除するアクセス許可
を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
指定されたオブジェクト Lambda Permissions objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda
が有効なアクセスポイントでポ
management
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
リシーを削除するアクセス許可
を付与します
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
DeleteBucket

URI で指定されたバケットを削
除するアクセス許可を付与しま
す

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したバケットのポリシーを
DeleteBucketPolicy
削除するアクセス許可を付与し
ます

依存アク
ション

Permissions bucket* (p. 1695)
management
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

バケットのウェブサイト設定を
DeleteBucketWebsite
削除するアクセス許可を付与し
ます

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

既存の Amazon S3 バッチオペ
DeleteJobTaggingレーションジョブからタグを削
除するアクセス許可を付与しま
す

タグ付け

job* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:ExistingJobPriority (p. 1696)
s3:ExistingJobOperation (p. 1696)

書き込み

DeleteMultiRegionAccessPoint
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multiregionaccesspoint* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

URI で指定されたマルチリー
ジョンアクセスポイントを削除
する許可を付与

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
DeleteObject

オブジェクトの null バージョン
を削除し、削除マーカーを挿入
する許可を付与。このマーカー
は、オブジェクトの現在のバー
ジョンになります

Write

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

タグ付けサブリソースを使用し
DeleteObjectTagging
て、指定したオブジェクトから
タグセット全体を削除するアク
セス許可を付与します

タグ付け

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
特定のバージョンのオブジェク
DeleteObjectVersion
トを削除するアクセス許可を付
与します

Write

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
タグ付け

DeleteObjectVersionTagging
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object* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクトの特定のバージョ
ンのタグセット全体を削除する
アクセス許可を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
既存の Amazon S3 Storage Lens
DeleteStorageLensConfiguration
設定を削除するアクセス許可を
付与します

Write

storagelensconfiguration* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

既存の Amazon S3 Storage Lens
DeleteStorageLensConfigurationTagging
設定からタグを削除するアクセ
ス許可を付与します

タグ付け

storagelensconfiguration* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeJob

バッチオペレーションジョブの
設定パラメータとステータスを
取得するアクセス許可を付与し
ます

Read

依存アク
ション

job* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

マルチリージョンアクセスポイ
DescribeMultiRegionAccessPointOperation
ントの設定を取得する許可を付
与

Read

multiregionaccesspointrequestarn* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)

Accelerate サブリソースを
Read
GetAccelerateConfiguration
使用してバケットの Transfer
Acceleration 状態 (Enabled また
は Suspended) を返すアクセス許
可を付与します

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したアクセスポイントに関
GetAccessPoint する設定情報を返すアクセス許
可を付与します

Read

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
オブジェクト Lambda 対応アク
GetAccessPointConfigurationForObjectLambda
セスポイントの設定を取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
Read

GetAccessPointForObjectLambda
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objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクト Lambda 対応のア
クセスポイントを作成するアク
セス許可を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
指定したアクセスポイントに関
GetAccessPointPolicy
連付けられたアクセスポイント
ポリシーを返すアクセス許可を
付与します

Read

accesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したオブジェクト Lambda
GetAccessPointPolicyForObjectLambda
対応のアクセスポイントに関連
付けられたアクセスポイントポ
リシーを返すアクセス許可を付
与します

Read

依存アク
ション

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
特定のアクセスポイントポリ
GetAccessPointPolicyStatus
シーのポリシーステータスを返
すアクセス許可を付与します

Read

accesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のオブジェクト Lambda ア
GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda
クセスポイントポリシーのポリ
シーステータスを返すアクセス
許可を付与します

Read

依存アク
ション

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
AWS アカウントの
GetAccountPublicAccessBlock
PublicAccessBlock 設定を取得す
る許可を付与します

Read

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットから分析
GetAnalyticsConfiguration
設定を取得するアクセス許可を
付与します。このアクセス許可
は、分析設定 ID で識別されます

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetBucketAcl

acl サブリソースを使用して
Amazon S3 バケットのアクセス
コントロールリスト (ACL) を返
すアクセス許可を付与します。

Read

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットに設定され
GetBucketCORS た CORS 設定情報を返すアクセ
ス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットが存在する
GetBucketLocation
リージョンを返すアクセス許可
を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットのログ記録
GetBucketLoggingステータスを返すアクセス許可
と、ユーザーがそのステータス
を表示または変更する必要があ
るアクセス許可を付与します

Read

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットの通知設定
GetBucketNotification
を取得するアクセス許可を付与
します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットのオブジェ
GetBucketObjectLockConfiguration
クトロック設定を取得するアク
セス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)

Read

GetBucketOwnershipControls
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バケットの所有権コントロール
を取得するためのアクセス許可
を付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

指定したバケットのポリシーを
GetBucketPolicy 返すアクセス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

特定の Amazon S3 バケットのポ
GetBucketPolicyStatus
リシーステータスを取得するア
クセス許可を付与します。これ
は、バケットがパブリックかど
うかを示します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Read

GetBucketPublicAccessBlock
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットの
PublicAccessBlock 設定を取得す
るアクセス許可を付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットのリクエス
GetBucketRequestPayment
ト支払い設定を返すアクセス許
可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットに関連付け
GetBucketTaggingられたタグセットを返すアクセ
ス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Read

GetBucketVersioning
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットのバージョ
ニング状態を返すアクセス許可
を付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットのウェブサ
GetBucketWebsiteイト設定を返すアクセス許可を
付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットにデフォル
GetEncryptionConfiguration
トの暗号化設定を返すアクセス
許可を付与します

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

S3 バケット内のすべての
GetIntelligentTieringConfiguration
Amazon S3 Intelligent Tiering 設
定を取得または一覧表示する権
限を付与します

Read

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットからインベ
GetInventoryConfiguration
ントリ設定を返すアクセス許可
を付与します。このアクセス許
可は、インベントリ設定 ID で識
別されます

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

GetJobTagging

既存の Amazon S3 バッチオペ
レーションジョブのタグセット
を返すアクセス許可を付与しま
す

Read

job* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Read

GetLifecycleConfiguration
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットに設定され
たライフサイクル設定情報を返
すアクセス許可を付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットからメトリ
GetMetricsConfiguration
クス設定を取得するアクセス許
可を付与します

読み取り

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

指定されたマルチリージョンア
GetMultiRegionAccessPoint
クセスポイントに関する設定情
報を返す許可を付与

読み取り

multiregionaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたアクセスポイントに
GetMultiRegionAccessPointPolicy
関連付けられたマルチリージョ
ンアクセスポイントポリシーを
返す許可を付与

読み取り

依存アク
ション

multiregionaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
特定のマルチリージョンアクセ
GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
スポイントポリシーのポリシー
ステータスを返す許可を付与

読み取り

multiregionaccesspoint* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetObject

Amazon S3 からオブジェクトを
取得するためのアクセス許可を
付与します

Read

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
GetObjectAcl

オブジェクトのアクセスコント
ロールリスト (ACL) を返すアク
セス許可を付与します

読み取り

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
読み取り

GetObjectAttributes
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のオブジェクトに関連する
属性を取得するアクセス許可を
付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
オブジェクトの現在のリーガル
GetObjectLegalHold
ホールドステータスを取得する
アクセス許可を付与します

Read

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
オブジェクトの保存設定を取得
GetObjectRetention
するアクセス許可を付与します
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説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
オブジェクトのタグセットを返
GetObjectTaggingすアクセス許可を付与します

Read

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
Read

GetObjectTorrent
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットから torrent
ファイルを返すアクセス許可を
付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

特定のバージョンのオブジェク
GetObjectVersion トを取得するためのアクセス許
可を付与します

Read

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のオブジェクトバージョン
読み取り
GetObjectVersionAcl
のアクセスコントロールリスト
(ACL) を返すアクセス許可を付与
します

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
特定のバージョンのオブジェク
GetObjectVersionAttributes
トに関連する属性を取得するア
クセス許可を付与します

読み取り

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

暗号化されていないオブジェ
GetObjectVersionForReplication
クトと、SSE−S3 または SSE
−KMS で暗号化されたオブジェ
クトの両方をレプリケートする
アクセス許可を付与します

Read

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

特定のバージョンのオブジェク
GetObjectVersionTagging
トのタグセットを返すアクセス
許可を付与します

Read

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

versionId サブリソースを使用
GetObjectVersionTorrent
して、別のバージョンに関する
Torrent ファイルを取得する許可
を付与

Read

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットに設定され
GetReplicationConfiguration
たレプリケーション設定情報を
取得するアクセス許可を付与し
ます

Read

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 Storage Lens 設定を
GetStorageLensConfiguration
取得するアクセス許可を付与し
ます

Read

storagelensconfiguration* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Read

GetStorageLensConfigurationTagging
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の Amazon S3 Storage Lens
設定のタグセットを取得するア
クセス許可を付与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 Storage Lens ダッ
GetStorageLensDashboard
シュボードを取得するアクセス
許可を付与します

読み取り

storagelensconfiguration* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

オブジェクトのレプリケーショ
InitiateReplication ンステータスを保留中に設定す
ることで、レプリケーションプ
ロセスを開始する許可を付与し
ます

書き込み

アクセスポイントを一覧表示す
ListAccessPoints る許可を付与

リスト

object* (p. 1695)
s3:ResourceAccount (p. 1696)

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクト Lambda 対応のア
ListAccessPointsForObjectLambda
クセスポイントを一覧表示する
アクセス許可を付与します

リスト

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

リクエストの認証された送信者
ListAllMyBuckets が所有するすべてのバケットを
一覧表示する許可を付与

リスト

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

ListBucket

Amazon S3 バケット内のオブ
ジェクトの一部またはすべてを
一覧表示するアクセス許可を付
与します (最大 1000)

リスト

bucket* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:delimiter (p. 1697)
s3:maxkeys (p. 1697)
s3:prefix (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

進行中のマルチパートアップ
ListBucketMultipartUploads
ロードを一覧表示するアクセス
許可を付与します

リスト

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
Amazon S3 バケット内のすべて
ListBucketVersions
のバージョンオブジェクトに関
するメタデータを一覧表示する
アクセス許可を付与します

リスト

bucket* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:delimiter (p. 1697)
s3:maxkeys (p. 1697)
s3:prefix (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListJobs

現在のジョブと最近終了した
ジョブを一覧表示するアクセス
許可を付与します

リスト

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

マルチリージョンアクセスポイ
ListMultiRegionAccessPoints
ントを一覧表示する許可を付与

リスト

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)

特定のマルチパートアップロー
ListMultipartUploadParts
ド用にアップロードされた部分
を一覧表示するアクセス許可を
付与します

リスト

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 Storage Lens 設定を
ListStorageLensConfigurations
一覧表示するアクセス許可を付
与します

リスト

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

レプリカの所有権を変更するア
ObjectOwnerOverrideToBucketOwner
クセス許可を付与します

Permissions object* (p. 1695)
management
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Accelerate サブリソースを使
PutAccelerateConfiguration
用して、既存の S3 バケットの
Transfer Acceleration 状態を設定
するアクセス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

PutAccessPointConfigurationForObjectLambda
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Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクト Lambda 対応のア
クセスポイントの設定を行うア
クセス許可を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointArn (p. 1696)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
アクセスポリシーを指定された
PutAccessPointPolicy
アクセスポイントに関連付ける
アクセス許可を付与します

Permissions accesspoint* (p. 1695)
management
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アクセスポリシーを指定された
PutAccessPointPolicyForObjectLambda
オブジェクト Lambda 対応のア
クセスポイントに関連付けるア
クセス許可を付与します

依存アク
ション

経営へのア objectlambdaaccesspoint* (p. 1695)
クセス権
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
アクセスポイントの作成時に、
PutAccessPointPublicAccessBlock
公開アクセスブロックの設定を
指定したアクセスポイントに関
連付ける許可を付与します

経営へのア
クセス権

AWS アカウントの
PutAccountPublicAccessBlock
PublicAccessBlock 設定を作成ま
たは変更する許可を付与します

Permissions
management

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

分析設定 ID で指定された、バ
PutAnalyticsConfiguration
ケットの分析設定を設定するア
クセス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

PutBucketAcl

アクセスコントロールリスト
Permissions bucket* (p. 1695)
(ACL) を使用して、既存のバケッ management
s3:authType (p. 1697)
トに対するアクセス許可を設定
するアクセス許可を付与します
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)

Amazon S3 バケットの CORS 設 Write
PutBucketCORS 定を設定するアクセス許可を付
与します。

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットのログ記録
PutBucketLoggingパラメータを設定するアクセス
許可を付与します

Write

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットで特定のイ
PutBucketNotification
ベントが発生したときに通知を
受信するアクセス許可を付与し
ます

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

特定のバケットにオブジェクト
PutBucketObjectLockConfiguration
ロック設定を配置するアクセス
許可を付与します

書き込み

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バケットのコントロールに関す
PutBucketOwnershipControls
る所有者権限を、追加、置換、
または削除するためのアクセス
許可を付与する

書き込み

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

バケットのバケットポリシーを
PutBucketPolicy 追加または置き換えるアクセス
許可を付与します

Permissions bucket* (p. 1695)
management
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

特定の Amazon S3 バケットの
PutBucketPublicAccessBlock
PublicAccessBlock 設定を作成ま
たは変更するアクセス許可を付
与します。

Permissions bucket* (p. 1695)
management
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
Write

PutBucketRequestPayment
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bucket* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

バケットのリクエスト支払い設
定を設定するアクセス許可を付
与します

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

既存の Amazon S3 バケットにタ
PutBucketTaggingグのセットを追加するアクセス
許可を付与します

タグ付け

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

既存の Amazon S3 バケットの
PutBucketVersioning
バージョニング状態を設定する
アクセス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ウェブサイトのサブリソースで
PutBucketWebsite指定されているウェブサイトの
設定を行うアクセス許可を付与
します

Write

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

Amazon S3 バケットの暗号化設
PutEncryptionConfiguration
定を設定するアクセス許可を付
与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

既存の Amazon S3 Intelligent
PutIntelligentTieringConfiguration
Tiering 設定を新規作成、更新ま
たは削除する権限を付与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インベントリ設定をバケットに
PutInventoryConfiguration
追加するアクセス許可を付与し
ます。このアクセス許可は、イ
ンベントリ ID で識別されます

Write

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

PutJobTagging 既存の Amazon S3 バッチオペ
レーションジョブのタグを置き
換えるアクセス許可を付与しま
す

タグ付け

job* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:ExistingJobPriority (p. 1696)
s3:ExistingJobOperation (p. 1696)
aws:TagKeys (p. 1696)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1696)

バケットの新しいライフサイク
PutLifecycleConfiguration
ル設定を作成するか、既存のラ
イフサイクル設定を置き換える
アクセス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 バケットからの
PutMetricsConfiguration
CloudWatch リクエストメトリク
スのメトリクス設定を設定また
は更新するアクセス許可を付与
します

書き込み

依存アク
ション

bucket* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)

アクセスポリシーを指定された
PutMultiRegionAccessPointPolicy
マルチリージョンアクセスポイ
ントに関連付ける許可を付与

経営へのア multiregionaccesspoint* (p. 1695)
クセス権
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
PutObject

バケットにオブジェクトを追加
するアクセス許可を付与します
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書き込み

object* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:RequestObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTagKeys (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzcopysource (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)
s3:x-amzmetadatadirective (p. 1698)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3:x-amzserversideencryption (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptionawskms-keyid (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptioncustomeralgorithm (p. 1698)
s3:x-amzstorageclass (p. 1698)
s3:x-amzwebsiteredirectlocation (p. 1698)
s3:objectlockmode (p. 1697)
s3:objectlock-retainuntildate (p. 1697)
s3:objectlockremainingretentiondays (p. 1697)
s3:objectlock-legalhold (p. 1697)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

PutObjectAcl

S3 バケット内の新規または既存
のオブジェクトに対して、アク
セスコントロールリスト (ACL)
を設定するためのアクセス許可
を付与する

経営へのア object* (p. 1695)
クセス権
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)
s3:x-amzstorageclass (p. 1698)
Write

PutObjectLegalHold
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object* (p. 1695)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したオブジェクトにリーガ
ルホールド設定を適用するアク
セス許可を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:objectlock-legalhold (p. 1697)
Write

PutObjectRetention
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクトにオブジェクト保
持設定を配置するアクセス許可
を付与します

依存アク
ション

s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:objectlockmode (p. 1697)
s3:objectlock-retainuntildate (p. 1697)
s3:objectlockremainingretentiondays (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたタグセットを、バ
PutObjectTaggingケット内に既に存在するオブ
ジェクトに設定するアクセス許
可を付与します

タグ付け

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTagKeys (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

acl サブリソースを使用して、
PutObjectVersionAcl
バケットにすでに存在するオブ
ジェクトのアクセスコントロー
ルリスト (ACL) アクセス許可を
設定するアクセス許可を付与し
ます

依存アク
ション

Permissions object* (p. 1695)
management
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzacl (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzgrant-fullcontrol (p. 1697)
s3:x-amzgrantread (p. 1697)
s3:x-amzgrant-readacp (p. 1697)
s3:x-amzgrantwrite (p. 1697)
s3:x-amzgrantwriteacp (p. 1698)
s3:x-amzstorageclass (p. 1698)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のバージョンのオブジェク
PutObjectVersionTagging
トに対して指定されたタグセッ
トを設定するアクセス許可を付
与します

タグ付け

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTag/
<key> (p. 1696)
s3:RequestObjectTagKeys (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:versionid (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
新しいレプリケーション設定を
PutReplicationConfiguration
作成するか、既存のレプリケー
ション設定を置き換えるアクセ
ス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1695)

iam:PassRole

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon S3 Storage Lens 設定を
PutStorageLensConfiguration
作成または更新するアクセス許
可を付与します

Write

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
aws:TagKeys (p. 1696)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1696)

既存の Amazon S3 Storage Lens
PutStorageLensConfigurationTagging
設定にタグを配置または置換す
るアクセス許可を付与します

タグ付け

storagelensconfiguration* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
aws:TagKeys (p. 1696)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1696)

削除マーカーをレプリケート先
ReplicateDelete バケットにレプリケートするア
クセス許可を付与します

Write

object* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オブジェクトとオブジェクトタ
ReplicateObject グをレプリケート先バケットに
レプリケートするアクセス許可
を付与します

Write

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:x-amzserversideencryption (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptionawskms-keyid (p. 1698)
s3:x-amzserversideencryptioncustomeralgorithm (p. 1698)

ReplicateTags

オブジェクトタグをレプリケー
ト先バケットにレプリケートす
るアクセス許可を付与します

タグ付け

object* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RestoreObject

オブジェクトのアーカイブされ
たコピーを Amazon S3 に復元す
るアクセス許可を付与します

Write

依存アク
ション

object* (p. 1695)
s3:DataAccessPointAccount (p. 1696)
s3:DataAccessPointArn (p. 1696)

s3:AccessPointNetworkOrigin (p. 1696)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
既存のジョブの優先度を更新す
UpdateJobPriorityるアクセス許可を付与します

Write

job* (p. 1695)
s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:RequestJobPriority (p. 1696)
s3:ExistingJobPriority (p. 1696)
s3:ExistingJobOperation (p. 1696)

Write

UpdateJobStatus
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したジョブのステータスを
更新するアクセス許可を付与し
ます

依存アク
ション

s3:authType (p. 1697)
s3:ResourceAccount (p. 1696)
s3:signatureAge (p. 1697)
s3:signatureversion (p. 1697)
s3:TlsVersion (p. 1697)
s3:x-amzcontentsha256 (p. 1697)
s3:ExistingJobPriority (p. 1696)
s3:ExistingJobOperation (p. 1696)
s3:JobSuspendedCause (p. 1696)

Amazon S3 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1637)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

accesspoint

arn:${Partition}:s3:${Region}:
${Account}:accesspoint/${AccessPointName}

bucket

arn:${Partition}:s3:::${BucketName}

object

arn:${Partition}:s3:::${BucketName}/
${ObjectName}

job

arn:${Partition}:s3:${Region}:
${Account}:job/${JobId}

arn:${Partition}:s3:${Region}:
storagelensconfiguration
${Account}:storage-lens/${ConfigId}
arn:${Partition}:s3-object-lambda:${Region}:
objectlambdaaccesspoint
${Account}:accesspoint/${AccessPointName}
arn:${Partition}:s3::${Account}:accesspoint/
multiregionaccesspoint
${AccessPointAlias}
arn:${Partition}:s3:us-west-2:
multiregionaccesspointrequestarn
${Account}:async-request/mrap/${Operation}/
${Token}
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Amazon S3 の条件キー
Amazon S3 では、IAM ポリシーの Condition エレメントで使用できる以下の条件キーが定義されていま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

ネットワークオリジン (インターネットまたは VPC) によるア
s3:AccessPointNetworkOrigin
クセスをフィルタリングします

文字列

アクセスポイントを所有する AWS アカウント ID でアクセス
s3:DataAccessPointAccount
をフィルタリングします

文字列

アクセスポイント Amazon リソースネーム (ARN) でアクセス
s3:DataAccessPointArn
をフィルタリングします

文字列

ジョブの優先度の更新オペレーションを基にアクセスをフィ
s3:ExistingJobOperation
ルタリングする

文字列

既存ジョブのキャンセルに関する優先度の範囲によりアクセ
s3:ExistingJobPriorityスをフィルタリングする

数値

既存のオブジェクトタグのキーと値でアクセスをフィルタリ
s3:ExistingObjectTag/ングします
<key>

文字列

ジョブのキャンセルを引き起こした、特定の一時停止原因
s3:JobSuspendedCause
(AWAITING_CONFIRMATION など) によって、アクセスを
フィルタリングする

文字列

ジョブ作成オペレーションを基にアクセスをフィルタリング
s3:RequestJobOperation
する

文字列

新しいジョブの作成に関する優先度の範囲によりアクセスを
s3:RequestJobPriorityフィルタリングする

数値

オブジェクトに追加するタグのキーと値でアクセスをフィル
s3:RequestObjectTag/タします
<key>

文字列

オブジェクトに追加するタグキーでアクセスをフィルタリン
s3:RequestObjectTagKeys
グします

ArrayOfString

リソース所有者の AWS アカウント ID でアクセスをフィルタ
s3:ResourceAccount リングします

文字列
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条件キー

説明

タイプ

s3:TlsVersion

クライアントが使用する TLS バージョンでアクセスをフィル
タリングします

数値

s3:authType

認証方式でアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:delimiter

区切り記号パラメータでアクセスをフィルタリングします

文字列

特定のリージョンでアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:max-keys

ListBucket リクエストで返されるキーの最大数でアクセスを
フィルタリングします

数値

s3:object-locklegal-hold

オブジェクトのリーガルホールドステータスでアクセスを
フィルタリングします

文字列

s3:object-lockmode

オブジェクト保持モード (コンプライアンスまたはガバナン
ス) でアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:object-lockremainingretention-days

オブジェクトの残りの保持日数でアクセスをフィルタリング
します

数値

s3:object-lockretain-until-date

オブジェクトの保持期限日でアクセスをフィルタリングしま
す

日付

s3:prefix

キー名のプレフィックスでアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:signatureAge

リクエスト署名の経過時間 (ミリ秒単位) でアクセスをフィル
タリングします

数値

s3:locationconstraint

リクエストで使用された AWS 署名のバージョンでアクセス
s3:signatureversion をフィルタリングします

文字列

s3:versionid

特定のオブジェクトバージョンでアクセスをフィルタリング
します

文字列

s3:x-amz-acl

リクエストの x−amz−acl ヘッダー内の既定 ACL によってア
クセスをフィルタリングします

文字列

s3:x-amz-contentsha256

バケット内の署名されていないコンテンツによりアクセスを
フィルタリングする

文字列

s3:x-amz-copysource

オブジェクトをコピーするリクエスト内の、コピー元バケッ
ト、プレフィックス、またはオブジェクトによりアクセスを
フィルタリングする

文字列

s3:x-amz-grantfull-control

x-amz-grant-full-control (フルコントロール) ヘッダーによりア
クセスをフィルタリングする

文字列

s3:x-amz-grantread

x-amz-grant-read (読み取りアクセス) ヘッダーによりアクセ
スをフィルタリングする

文字列

s3:x-amz-grantread-acp

x-amz-grant-read-acp (ACL 用の読み取りアクセス許可) ヘッ
ダーによりアクセスをフィルタリングする

文字列

s3:x-amz-grantwrite

x-amz-grant-write (書き込みアクセス) ヘッダーによりアクセ
スをフィルタリングする

文字列
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条件キー

説明

タイプ

s3:x-amz-grantwrite-acp

x-amz-grant-write-acp (ACL 用の書き込みアクセス許可) ヘッ
ダーによりアクセスをフィルタリングする

文字列

s3:x-amzmetadata-directive

オブジェクトのコピー時に、オブジェクトのメタデータの動
作 (COPY または REPLACE) でアクセスをフィルタリングし
ます

文字列

s3:x-amz-objectownership

オブジェクトの所有権でアクセスをフィルタリングする

文字列

s3:x-amz-serverside-encryption

サーバー側の暗号化でアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:x-amz-serverside-encryptionaws-kms-key-id

サーバー側の暗号化のための AWS KMS カスタマーマネージ
ド CMK で、アクセスをフィルタリングします

文字列

s3:x-amz-serverサーバー側の暗号化のためにお客様が指定したアルゴリズム
side-encryptionによってアクセスをフィルタリング
customer-algorithm

文字列

s3:x-amz-storageclass

ストレージクラスでアクセスをフィルタリングします

文字列

s3:x-amz-websiteredirect-location

静的ウェブサイトとして設定されているバケットについて、
特定のウェブサイトのリダイレクト場所によってアクセスを
フィルタリングします

文字列

Amazon S3 Glacier のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon S3 Glacier (サービスプレフィックス: glacier) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon S3 Glacier で定義されるアクション (p. 1698)
• Amazon S3 Glacier で定義されるリソースタイプ (p. 1701)
• Amazon S3 Glacier の条件キー (p. 1701)

Amazon S3 Glacier で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
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す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アップロード ID によって識別さ
AbortMultipartUpload
れるマルチパートアップロード
を中止する許可を付与する
AbortVaultLock

ボールトロックが Locked 状態で
ない場合にボールトロック処理
を中止する許可を付与する

ボールトに指定したタグを追加
AddTagsToVault する許可を付与する

書き込み

依存アク
ション

vault* (p. 1701)

経営へのア vault* (p. 1701)
クセス権
タグ付け

vault* (p. 1701)
aws:TagKeys (p. 1702)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1702)

マルチパートアップロードプロ
CompleteMultipartUpload
セスを完了する許可を付与する

書き込み

ボールトロック処理を完了する
CompleteVaultLock
許可を付与する

経営へのア vault* (p. 1701)
クセス権

CreateVault

指定された名前の新しいボール
トを作成する許可を付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

DeleteArchive

ボールトからアーカイブを削除
する許可を付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

ボールトを削除する許可を付与
する

書き込み

DeleteVault

vault* (p. 1701)

glacier:ArchiveAgeInDays (p. 1702)
vault* (p. 1701)

指定されたボールトに関連付け
DeleteVaultAccessPolicy
られたアクセスポリシーを削除
する許可を付与する

経営へのア vault* (p. 1701)
クセス権

ボールトに割り当てられている
DeleteVaultNotifications
通知設定を削除する許可を付与
する

書き込み

vault* (p. 1701)

DescribeJob

読み取り

vault* (p. 1701)

以前に開始されたジョブに関す
る情報を取得する許可を付与す
る
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeVault

ボールトに関する情報を取得す
る許可を付与する

読み取り

データ取得ポリシーを取得する
GetDataRetrievalPolicy
許可を付与する

読み取り

GetJobOutput

指定されたジョブの出力をダウ
ンロードする許可を付与する

読み取り

vault* (p. 1701)

ボールトのアクセスポリシーの
GetVaultAccessPolicy
サブリソースセットを取得する
許可を付与する

読み取り

vault* (p. 1701)

GetVaultLock

指定されたボールトのロックポ
リシーのサブリソースセットか
ら属性を取得する許可を付与す
る

読み取り

vault* (p. 1701)

ボールトの通知設定のサブリ
GetVaultNotifications
ソースセットを取得する許可を
付与する

読み取り

vault* (p. 1701)

InitiateJob

指定されたタイプのジョブを開
始する許可を付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

マルチパートアップロードを開
InitiateMultipartUpload
始する許可を付与する

書き込み

ボールトロック処理を開始する
InitiateVaultLock 許可を付与する

経営へのア vault* (p. 1701)
クセス権

ListJobs

進行中のボールトのジョブ、お
よび最近終了したジョブを一覧
表示する許可を付与する

リスト

vault* (p. 1701)

指定されたボールトに対して進
ListMultipartUploads
行中のマルチパートアップロー
ドを一覧表示する許可を付与す
る

リスト

vault* (p. 1701)

ListParts

特定のマルチパートアップロー
ド用にアップロードされた部分
を一覧表示する許可を付与する

リスト

vault* (p. 1701)

指定された AWS アカウント の
ListProvisionedCapacity
プロビジョニングされた容量を
一覧表示する許可を付与する

リスト

ボールトに添付されているすべ
ListTagsForVault てのタグを一覧表示する許可を
付与する

リスト

ListVaults

リスト

すべてのボールトを一覧表示す
る許可を付与する
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウント のプロビジョニ
PurchaseProvisionedCapacity
ングされた容量単位を購入する
許可を付与する

書き込み

ボールトに添付されたタグの
RemoveTagsFromVault
セットから 1 つ以上のタグを削
除する許可を付与する

タグ付け

PUT リクエストで指定された
SetDataRetrievalPolicy
リージョンのデータ取得ポリ
シーを設定して有効にする許可
を付与する

経営へのア
クセス権

ボールト用のアクセスポリシー
SetVaultAccessPolicy
を設定し、既存のポリシーを上
書きする許可を付与する

経営へのア vault* (p. 1701)
クセス権

ボールト通知を取得する許可を
SetVaultNotifications
付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

UploadArchive

ボールトにアーカイブをアップ
ロードする許可を付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

アーカイブの一部をアップロー
UploadMultipartPart
ドする許可を付与する

書き込み

vault* (p. 1701)

依存アク
ション

vault* (p. 1701)

Amazon S3 Glacier で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1698)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
vault

条件キー

arn:${Partition}:glacier:${Region}:
${Account}:vaults/${VaultName}

Amazon S3 Glacier の条件キー
Amazon S3 Glacier は、以下の条件キーを定義しており、IAM ポリシーの Condition 要素での使用が可
能です。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

アーカイブがボールトに保存されている日数によってアクセ
glacier:ArchiveAgeInDays
スをフィルタリングする
glacier:ResourceTag/

お客様定義のタグでアクセスをフィルタリングする

文字列
文字列

Amazon S3 Object Lambda のアクション、リソー
ス、条件キー
Amazon S3 Object Lambda (サービスプレフィックス: s3-object-lambda) では、IAM アクセス許可ポ
リシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意
されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon S3 Object Lambda によって定義されたアクション (p. 1702)
• Amazon S3 Object Lambda によって定義されたリソースタイプ (p. 1708)
• Amazon S3 Object Lambda の条件キー (p. 1709)

Amazon S3 Object Lambda によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マルチパートアップロードを中
AbortMultipartUpload
止するアクセス許可を付与

Write

依存アク
ション

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

DeleteObject

オブジェクトの null バージョン
を削除し、削除マーカーを挿入
する許可を付与。このマーカー
は、オブジェクトの現在のバー
ジョンになります

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

タグ付けサブリソースを使用し
DeleteObjectTagging
て、指定したオブジェクトから
タグセット全体を削除するアク
セス許可を付与

タグ付け

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

特定のバージョンのオブジェク
DeleteObjectVersion
トを削除するアクセス許可を付
与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)

オブジェクトの特定のバージョ
DeleteObjectVersionTagging
ンのタグセット全体を削除する
アクセス許可を付与

タグ付け

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)
GetObject

Amazon S3 からオブジェクトを
取得するためのアクセス許可を
付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

GetObjectAcl

オブジェクトのアクセスコント
ロールリスト (ACL) を返すアク
セス許可を付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

オブジェクトの現在のリーガル
GetObjectLegalHold
ホールドステータスを取得する
アクセス許可を付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

オブジェクトの保存設定を取得
GetObjectRetention
するアクセス許可を付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

オブジェクトのタグセットを返
GetObjectTaggingすアクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
特定のバージョンのオブジェク
GetObjectVersion トを取得するためのアクセス許
可を付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)

特定のオブジェクトバージョン
Read
GetObjectVersionAcl
のアクセスコントロールリスト
(ACL) を返すアクセス許可を付与

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)

特定のバージョンのオブジェク
GetObjectVersionTagging
トのタグセットを返すアクセス
許可を付与

Read

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListBucket

Amazon S3 バケット内のオブ
ジェクトの一部またはすべてを
一覧表示する許可を付与 (最大
1000)

リスト

依存アク
ション

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

進行中のマルチパートアップ
ListBucketMultipartUploads
ロードを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

Amazon S3 バケット内のすべて
ListBucketVersions
のバージョンオブジェクトに関
するメタデータを一覧表示する
アクセス許可を付与

リスト

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

特定のマルチパートアップロー
ListMultipartUploadParts
ド用にアップロードされた部分
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

PutObject

バケットにオブジェクトを追加
する許可を付与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

PutObjectAcl

S3 バケット内の新規または既存
のオブジェクトに対するアクセ
スコントロールリスト (ACL) ア
クセス許可を設定するアクセス
許可を付与

Permissions objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
management
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

指定したオブジェクトにリーガ
PutObjectLegalHold
ルホールド設定を適用するアク
セス許可を付与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

オブジェクトにオブジェクト保
PutObjectRetention
持設定を配置するアクセス許可
を付与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

指定されたタグセットを、バ
PutObjectTaggingケット内に既に存在するオブ
ジェクトに設定するアクセス許
可を付与

タグ付け

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

acl サブリソースを使用して、
PutObjectVersionAcl
バケットにすでに存在するオブ
ジェクトのアクセスコントロー
ルリスト (ACL) アクセス許可を
設定するアクセス許可を付与

依存アク
ション

Permissions objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
management
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)

特定のバージョンのオブジェク
PutObjectVersionTagging
トに対して指定されたタグセッ
トを設定するアクセス許可を付
与

タグ付け

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)
s3-objectlambda:versionid (p. 1709)

RestoreObject

オブジェクトのアーカイブされ
たコピーを Amazon S3 に復元す
るアクセス許可を付与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

S3 Object Lambda に送信する
WriteGetObjectResponse
GetObject リクエストのデータを
提供する許可を付与

Write

objectlambdaaccesspoint* (p. 1709)
s3-objectlambda:authType (p. 1709)
s3-objectlambda:signatureAge (p. 1709)
s3-objectlambda:TlsVersion (p. 1709)

Amazon S3 Object Lambda によって定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1702)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
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キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:s3-object-lambda:${Region}:
objectlambdaaccesspoint
${Account}:accesspoint/${AccessPointName}

Amazon S3 Object Lambda の条件キー
Amazon S3 Object Lambda では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義さ
れます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

s3-objectlambda:TlsVersion

クライアントが使用する TLS バージョンでアクセスをフィル
タリングします

数値

s3-objectlambda:authType

認証方式でアクセスをフィルタリングします

文字列

s3-objectリクエスト署名の経過時間 (ミリ秒単位) でアクセスをフィル
lambda:signatureAge タリングします

数値

s3-objectlambda:versionid

文字列

特定のオブジェクトバージョンでアクセスをフィルタリング
します

Amazon S3 on Outposts のアクション、リソース、条
件キー
Amazon S3 on Outposts (サービスプレフィックス: s3-outposts) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon S3 on Outposts によって定義されたアクション (p. 1710)
• Amazon S3 on Outposts によって定義されたリソースタイプ (p. 1725)
• Amazon S3 on Outposts の条件キー (p. 1726)
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Amazon S3 on Outposts によって定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

マルチパートアップロードを中
AbortMultipartUpload
止するアクセス許可を付与しま
す

Write

依存アク
ション

object* (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
新しいアクセスポイントを作成
CreateAccessPoint
する許可を付与

Write

accesspoint* (p. 1725)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
CreateBucket

新しいバケットを作成するアク
セス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1725)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

新しいエンドポイントを作成す
CreateEndpoint る許可を付与

Write

endpoint* (p. 1726)

URI で指定されたアクセスポイ
DeleteAccessPointントを削除するアクセス許可を
付与します

Write

accesspoint* (p. 1725)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
指定したアクセスポイントでポ
DeleteAccessPointPolicy
リシーを削除するアクセス許可
を付与します

Permissions accesspoint* (p. 1725)
management
s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
DeleteBucket

URI で指定されたバケットを削
除するアクセス許可を付与しま
す
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
指定したバケットのポリシーを
DeleteBucketPolicy
削除するアクセス許可を付与し
ます

Permissions bucket* (p. 1725)
management
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

DeleteEndpoint

URI で指定されたエンドポイン
トを削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteObject

オブジェクトの null バージョン
を削除し、削除マーカーを挿入
する許可を付与。このマーカー
は、オブジェクトの現在のバー
ジョンになります

Write

依存アク
ション

object* (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
タグ付けサブリソースを使用し
DeleteObjectTagging
て、指定したオブジェクトから
タグセット全体を削除するアク
セス許可を付与します

タグ付け

object* (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1726)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したアクセスポイントに関
GetAccessPoint する設定情報を返すアクセス許
可を付与します

Read

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
指定したアクセスポイントに関
GetAccessPointPolicy
連付けられたアクセスポイント
ポリシーを返すアクセス許可を
付与します

Read

accesspoint* (p. 1725)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
GetBucket

Amazon S3 バケットに関連付け
られたバケット設定を返すアク
セス許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
指定したバケットのポリシーを
GetBucketPolicy 返すアクセス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1725)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

Amazon S3 バケットに関連付け
GetBucketTaggingられたタグセットを返すアクセ
ス許可を付与します

Read

bucket* (p. 1725)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

Amazon S3 バケットに設定され
GetLifecycleConfiguration
たライフサイクル設定情報を返
すアクセス許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
GetObject

Amazon S3 からオブジェクトを
取得するためのアクセス許可を
付与します

Read

object* (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1726)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
オブジェクトのタグセットを返
GetObjectTaggingすアクセス許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1726)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
アクセスポイントを一覧表示す
ListAccessPoints る許可を付与

リスト

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

ListBucket

Amazon S3 バケット内のオブ
ジェクトの一部またはすべてを
一覧表示するアクセス許可を付
与します (最大 1000)

1718

リスト

accesspoint* (p. 1725)
bucket* (p. 1725)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3 on Outposts

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:delimiter (p. 1726)
s3outposts:maxkeys (p. 1726)
s3outposts:prefix (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
進行中のマルチパートアップ
ListBucketMultipartUploads
ロードを一覧表示するアクセス
許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
ListEndpoints

エンドポイントを一覧表示する
許可を付与

リスト

特定のマルチパートアップロー
ListMultipartUploadParts
ド用にアップロードされた部分
を一覧表示するアクセス許可を
付与します

リスト

object* (p. 1726)

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リクエストの認証された送信者
ListRegionalBuckets
が所有するすべてのバケットを
一覧表示する許可を付与

リスト

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

共有エンドポイントを一覧表示
ListSharedEndpoints
する許可を付与

リスト

アクセスポリシーを指定された
PutAccessPointPolicy
アクセスポイントに関連付ける
アクセス許可を付与します

Permissions accesspoint* (p. 1725)
management
s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
バケットのバケットポリシーを
PutBucketPolicy 追加または置き換えるアクセス
許可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
既存の Amazon S3 バケットにタ
PutBucketTaggingグのセットを追加する許可を付
与

タグ付け

bucket* (p. 1725)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

バケットの新しいライフサイク
PutLifecycleConfiguration
ル設定を作成するか、既存のラ
イフサイクル設定を置き換える
アクセス許可を付与します

Write

bucket* (p. 1725)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

PutObject

バケットにオブジェクトを追加
するアクセス許可を付与します

1722

Write

object* (p. 1726)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon S3 on Outposts

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:RequestObjectTag/
<key> (p. 1726)

s3outposts:RequestObjectTagKeys (p. 17
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzacl (p. 1727)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
s3outposts:xamz-copysource (p. 1727)
s3outposts:xamzmetadatadirective (p. 1727)
s3outposts:xamzserversideencryption (p. 1727)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:xamzstorageclass (p. 1727)
PutObjectAcl

バケット内にすでに存在するオ
ブジェクトのアクセスコント
ロールリスト (ACL) のアクセス
許可を設定する許可を付与

Permissions object* (p. 1726)
management
s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1726)
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzacl (p. 1727)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)
s3outposts:xamzstorageclass (p. 1727)
指定されたタグセットを、バ
PutObjectTaggingケット内に既に存在するオブ
ジェクトに設定する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

s3outposts:DataAccessPointAccount (p. 1

s3outposts:DataAccessPointArn (p. 1726)

s3outposts:AccessPointNetworkOrigin (p.
s3outposts:ExistingObjectTag/
<key> (p. 1726)
s3outposts:RequestObjectTag/
<key> (p. 1726)

s3outposts:RequestObjectTagKeys (p. 17
s3outposts:authType (p. 1726)
s3outposts:signatureAge (p. 1726)
s3outposts:signatureversion (p. 1726)
s3outposts:xamzcontentsha256 (p. 1727)

Amazon S3 on Outposts によって定義されたリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1710)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

accesspoint

arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:
${Account}:outpost/${OutpostId}/accesspoint/
${AccessPointName}

bucket

arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:
${Account}:outpost/${OutpostId}/bucket/
${BucketName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

endpoint

arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:
${Account}:outpost/${OutpostId}/endpoint/
${EndpointId}

object

arn:${Partition}:s3-outposts:${Region}:
${Account}:outpost/${OutpostId}/bucket/
${BucketName}/object/${ObjectName}

Amazon S3 on Outposts の条件キー
Amazon S3 on Outposts では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

s3ネットワークオリジン (インターネットまたは VPC) によるア
outposts:AccessPointNetworkOrigin
クセスをフィルタリングします

文字列

s3アクセスポイントを所有する AWS アカウント ID でアクセス
outposts:DataAccessPointAccount
をフィルタリングします

文字列

s3アクセスポイント Amazon リソースネーム (ARN) でアクセス
outposts:DataAccessPointArn
をフィルタリングします

文字列

s3既存のオブジェクトタグに特定のタグのキーと値があるよう
outposts:ExistingObjectTag/
に要求することで、アクセスをフィルタリングします
<key>

文字列

s3オブジェクトで許可されているタグのキーと値を制限してア
outposts:RequestObjectTag/
クセスをフィルタリングします
<key>

文字列

s3オブジェクトで許可されているタグキーを制限してアクセス
outposts:RequestObjectTagKeys
をフィルタリングします

文字列

s3outposts:authType

受信リクエストを特定の認証方式に制限してアクセスをフィ
ルタリングします

文字列

s3outposts:delimiter

区切り記号パラメータを要求してアクセスをフィルタリング
します

文字列

s3-outposts:maxkeys

ListBucket リクエストで返されるキーの最大数を制限してア
クセスをフィルタリングします

数値

s3-outposts:prefix

キー名のプレフィックスでアクセスをフィルタリングします

文字列

s3署名が認証された要求で有効である時間 (ミリ秒単位) を識別
outposts:signatureAgeしてアクセスをフィルタリングします

数値

s3認証されたリクエストでサポートされている AWS Signature
outposts:signatureversion
のバージョンを識別してアクセスをフィルタリングします

文字列
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条件キー

説明

タイプ

s3-outposts:xamz-acl

リクエスト内で特定の既定 ACL を持つ x-amz-acl ヘッダーを
要求することでアクセスをフィルタリングします

文字列

s3-outposts:xamz-contentsha256

バケット内の署名されていないコンテンツを許可しないこと
によってアクセスをフィルタリングします

文字列

s3-outposts:xamz-copy-source

コピーソースを特定のバケット、プレフィックス、またはオ
ブジェクトに制限してアクセスをフィルタリングします

文字列

s3-outposts:xamz-metadatadirective

オブジェクトのコピー時にオブジェクトメタデータの動作
(COPY または REPLACE) を適用できるようにしてアクセス
をフィルタリングします

文字列

s3-outposts:xamz-server-sideencryption

サーバー側の暗号化を要求してアクセスをフィルタリングし
ます

文字列

s3-outposts:xamz-storage-class

ストレージクラスでアクセスをフィルタリングします

文字列

Amazon SageMaker のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon SageMaker (サービスプレフィックス: sagemaker) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SageMaker で定義されるアクション (p. 1727)
• Amazon SageMaker で定義されるリソースタイプ (p. 1765)
• Amazon SageMaker の条件キー (p. 1771)

Amazon SageMaker で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

AddAssociation

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

系統エンティティ (Artifact、コン
テキスト、アクション、実験、
実験トライアルコンポーネント)
を別のエンティティに関連付け
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)

AddTags

指定した Amazon SageMaker リ
ソースの 1 つ以上のタグを追加
または上書きする許可を付与

タグ付け

action (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
algorithm (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
app (p. 1767)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
artifact (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
automlaws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
codeaws:ResourceTag/
repository (p. ${TagKey}
1767)
(p. 1771)
compilation- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
context (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
dataaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
device (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

1728

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

deviceaws:ResourceTag/
fleet (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)
domain (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan (p. 1766)
edgeaws:ResourceTag/
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
endpoint (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
endpointaws:ResourceTag/
config (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
experiment (p.aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial (p. 1770) ${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component (p. 1770)
featureaws:ResourceTag/
group (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)
flowaws:ResourceTag/
definition (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)
humanaws:ResourceTag/
task${TagKey} (p. 1771)
ui (p. 1766)
hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob (p. 1768)
image (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
inferenceaws:ResourceTag/
recommendations${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
labelingaws:ResourceTag/
job (p. 1766) ${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

model (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
bias-job${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
explainability-${TagKey} (p. 1771)
jobdefinition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
package (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group (p. 1768)
modelaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
monitoring- aws:ResourceTag/
schedule (p. 1769)
${TagKey} (p. 1771)
notebookaws:ResourceTag/
instance (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
pipeline (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
processing- aws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
project (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
studioaws:ResourceTag/
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
trainingaws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
transform- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
useraws:ResourceTag/
profile (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
workteam (p. aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
トライアルコンポーネントとト
AssociateTrialComponent
ライアルを関連付ける許可を付
与

書き込み

1 つ以上の ModelPackages を記
BatchDescribeModelPackage
述するアクセス許可を付与

読み込み

experimenttrial* (p. 1770)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)
modelaws:ResourceTag/
package* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)

トレーニングジョブなどの
読み込み
BatchGetMetrics SageMaker リソースに関連付け
[アクセス許可
られているメトリクスを取得す
のみ]
る許可を付与。この時点でこの
API は公開されていませんが、管
理者はこのアクションを制御で
きます。

trainingjob* (p. 1768)

1 つまたは複数の特徴グループか
BatchGetRecord らレコードのバッチを取得する
アクセス許可を付与

featuregroup* (p. 1770)

読み込み

トレーニングジョブなどの
書き込み
BatchPutMetrics SageMaker リソースに関連付け
[アクセス許可
られているメトリクスを発行す
のみ]
る許可を付与。この時点でこの
API は公開されていませんが、管
理者はこのアクションを制御で
きます。

trainingjob* (p. 1768)

CreateAction

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)

アクションを作成する許可を付
与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
アルゴリズムを作成する許可を
CreateAlgorithm 付与

書き込み

algorithm* (p.aws:ResourceTag/
1768)
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

CreateApp

SageMaker Studio UserProfile の
アプリケーションを作成する許
可を付与。
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書き込み

app* (p. 1767)aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)
sagemaker:ImageArns (p. 1772)

sagemaker:ImageVersionArns (p. 1772
AppImageConfig を作成するアク
CreateAppImageConfig
セス許可を付与

書き込み

appaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
image${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

CreateArtifact

Artifact を作成する許可を付与

書き込み

artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

AutoML ジョブを作成する許可を
CreateAutoMLJob付与

書き込み

automlaws:ResourceTag/
iam:PassRole
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
CodeRepository を作成する許可
CreateCodeRepository
を付与

書き込み

codeaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
repository* (p.${TagKey}
1767)
(p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

1732

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コンパイルジョブを作成する許
CreateCompilationJob
可を付与

書き込み

依存アク
ション

compilation- aws:ResourceTag/
iam:PassRole
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

CreateContext

コンテキストを作成する許可を
付与

書き込み

context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

データ品質のジョブ定義を作成
CreateDataQualityJobDefinition
する許可を付与

書き込み

dataaws:ResourceTag/
iam:PassRole
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
definition* (p. 1769)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
デバイスフリートを作成するア
CreateDeviceFleetクセス許可を付与

書き込み

deviceaws:ResourceTag/
iam:PassRole
fleet* (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

CreateDomain

SageMaker Studio 用のドメイン
を作成する許可を付与。

書き込み

domain* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
iam:CreateServiceLinkedR
${TagKey} (p. 1771)
iam:PassRole
sagemaker:AddTags
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:AppNetworkAccessType (p.
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)

sagemaker:DomainSharingOutputKmsK
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)
sagemaker:ImageArns (p. 1772)

sagemaker:ImageVersionArns (p. 1772
エッジデプロイ計画を作成する
CreateEdgeDeploymentPlan
アクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
iam:PassRole
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
plan* (p. 1766)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

エッジデプロイステージを作成
CreateEdgeDeploymentStage
するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
iam:PassRole
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
plan* (p. 1766)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

エッジパッケージングジョブを
CreateEdgePackagingJob
作成するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
iam:PassRole
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
job* (p. 1766)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

リクエストで指定したエンドポ
CreateEndpoint イント設定を使用してエンドポ
イントを作成する許可を付与

書き込み

endpoint* (p. 1769)
aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon SageMaker ホスティン
CreateEndpointConfig
グサービスを使用してデプロイ
できるエンドポイント設定を作
成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

endpointaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
config* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:AcceleratorTypes (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)
sagemaker:ModelArn (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:ServerlessMaxConcurrency

sagemaker:ServerlessMemorySize (p. 1
実験を作成する許可を付与
CreateExperiment

書き込み

experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

特徴グループを作成する許可を
CreateFeatureGroup
付与

書き込み

featureaws:ResourceTag/
iam:PassRole
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:FeatureGroupOnlineStoreK

sagemaker:FeatureGroupOfflineStoreK

sagemaker:FeatureGroupOfflineStoreS
ヒューマンワークフローの設定
CreateFlowDefinition
を定義するフロー定義を作成す
る許可を付与

書き込み

flowaws:ResourceTag/
iam:PassRole
definition* (p. ${TagKey}
1766)
(p. 1771)
sagemaker:AddTags
sagemaker:WorkteamArn (p. 1773)
sagemaker:WorkteamType (p. 1773)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ヒューマンレビューワークフ
CreateHumanTaskUi
ローのユーザーインターフェイ
スに使用する設定を定義する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

humanaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
task${TagKey} (p. 1771)
ui* (p. 1766)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

Amazon SageMaker を使用し
CreateHyperParameterTuningJob
てデプロイできるハイパーパラ
メータチューニングジョブを作
成する許可を付与

書き込み

hyperaws:ResourceTag/
iam:PassRole
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
tuningjob* (p. 1768)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:FileSystemAccessMode (p.

sagemaker:FileSystemDirectoryPath (p
sagemaker:FileSystemId (p. 1771)
sagemaker:FileSystemType (p. 1772)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
CreateImage

SageMaker イメージを作成する
許可を付与

書き込み

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

SageMaker ImageVersion を作成
CreateImageVersion
する許可を付与
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書き込み

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

推論レコメンデーションジョブ
CreateInferenceRecommendationsJob
を作成するためのアクセス許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

inferenceaws:ResourceTag/
iam:PassRole
recommendations${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
job* (p. 1766)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

ラベリングジョブを開始する許
CreateLabelingJob可を付与。ラベリングジョブ
は、ラベル付けされていない
データを取り込み、ラベル付け
されたデータを出力として生成
します。これは、SageMaker モ
デルのトレーニングに使用でき
ます。

書き込み

labelingaws:ResourceTag/
iam:PassRole
job* (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
sagemaker:WorkteamArn (p. 1773)
sagemaker:WorkteamType (p. 1773)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

系統グループポリシーを作成ま
CreateLineageGroupPolicy
たは更新する許可を付与

書き込み

CreateModel

書き込み

Amazon SageMaker でモデルを
作成する許可を付与。このリク
エストでは、モデルの名前を指
定し、1 つ以上のコンテナを記述

model* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
モデルバイアスのジョブ定義を
CreateModelBiasJobDefinition
作成する許可を付与
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書き込み

modelaws:ResourceTag/
iam:PassRole
bias-job${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
definition* (p. 1769)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
モデル説明可能性のジョブ定義
CreateModelExplainabilityJobDefinition
を作成する許可を付与

書き込み

modelaws:ResourceTag/
iam:PassRole
explainability-${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
jobdefinition* (p. 1769)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
ModelPackage を作成する許可を 書き込み
CreateModelPackage
付与

modelaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
package (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group (p. 1768)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:ModelApprovalStatus (p. 17

sagemaker:CustomerMetadataPropertie
${MetadataKey} (p. 1771)
ModelPackageGroup を作成する
CreateModelPackageGroup
許可を付与

書き込み

modelaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
package${TagKey} (p. 1771)
group* (p. 1768)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

モデル品質のジョブ定義を作成
CreateModelQualityJobDefinition
する許可を付与

書き込み

modelaws:ResourceTag/
iam:PassRole
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
definition* (p. 1769)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
モニタリングスケジュールを作
CreateMonitoringSchedule
成する許可を付与
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書き込み

monitoring- aws:ResourceTag/
iam:PassRole
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)
sagemaker:AddTags

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
Amazon SageMaker ノートブッ
CreateNotebookInstance
クインスタンスを作成する許可
を付与。ノートブックインスタ
ンスは、Jupyter Notebook 上で
動作する Amazon EC2 インスタ
ンスです。

書き込み

notebookaws:ResourceTag/
iam:PassRole
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:AcceleratorTypes (p. 1771)

sagemaker:DirectInternetAccess (p. 177
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:MinimumInstanceMetadataS
sagemaker:RootAccess (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
Amazon SageMaker を使用して
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig
デプロイできるノートブックイ
ンスタンスのライフサイクルを
作成する許可を付与

書き込み

notebookinstancelifecycleconfig* (p. 1767)

CreatePipeline

書き込み

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags

パイプラインを作成する許可を
付与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
AuthMode が「IAM」の場合に、
CreatePresignedDomainUrl
指定された UserProfile としてド
メインに接続するためにブラウ
ザから使用できる URL を返すア
クセス許可を付与

書き込み

useraws:ResourceTag/
profile* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

ノートブックインスタンスに接
CreatePresignedNotebookInstanceUrl
続するためにブラウザから使用
できる URL を作成する許可を付
与

書き込み

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

処理ジョブを開始する許可を付
書き込み
CreateProcessingJob
与。処理が完了すると、Amazon
SageMaker は、結果として得ら
れた Artifact およびその他のオプ
ション出力を、指定した Amazon
S3 の場所に保存

processing- aws:ResourceTag/
iam:PassRole
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp
CreateProject

プロジェクトを作成する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

Amazon SageMaker を使用して
CreateStudioLifecycleConfig
デプロイできる Studio ライフサ
イクル設定を作成するアクセス
許可を付与
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書き込み

studioaws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
モデルのトレーニングジョブを
CreateTrainingJob開始する許可を付与。トレー
ニングが完了すると、Amazon
SageMaker は、結果として得ら
れたモデルの Artifact およびその
他のオプション出力を、指定し
た Amazon S3 の場所に保存

書き込み

trainingaws:ResourceTag/
iam:PassRole
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:FileSystemAccessMode (p.

sagemaker:FileSystemDirectoryPath (p
sagemaker:FileSystemId (p. 1771)
sagemaker:FileSystemType (p. 1772)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)
変換ジョブを開始する許可を付
CreateTransformJob
与。結果を取得すると、Amazon
SageMaker は、指定された
Amazon S3 のロケーションに結
果を保存

書き込み

transform- aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)
sagemaker:ModelArn (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

CreateTrial

トライアルを作成する許可を付
与
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書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
trial* (p. 1770)${TagKey} (p. 1771)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
トライアルコンポーネントを作
CreateTrialComponent
成する許可を付与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
sagemaker:AddTags
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

SageMaker Studioドメインの
CreateUserProfileUserProfile を作成する許可を付
与。

書き込み

useraws:ResourceTag/
iam:PassRole
profile* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AddTags
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:DomainSharingOutputKmsK
sagemaker:ImageArns (p. 1772)

sagemaker:ImageVersionArns (p. 1772
CreateWorkforce

労働力を作成する許可を付与

書き込み

workforce* (p.aws:ResourceTag/
1766)
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

作業チームを作成する許可を付
CreateWorkteam 与

書き込み

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
sagemaker:AddTags
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

DeleteAction

アクションを削除する許可を付
与

書き込み

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

アルゴリズムを削除する許可を
DeleteAlgorithm 付与

書き込み

algorithm* (p.aws:ResourceTag/
1768)
${TagKey} (p. 1771)

DeleteApp

書き込み

app* (p. 1767)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

アプリケーションを削除する許
可を付与。
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AppImageConfig を削除するアク
DeleteAppImageConfig
セス許可を付与

書き込み

appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

DeleteArtifact

書き込み

artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

書き込み

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

Artifact を削除する許可を付与

系列エンティティ (Artifact、コン
DeleteAssociationテキスト、アクション、実験、
実験トライアルコンポーネント)
から別のエンティティへの関連
付けを削除する許可を付与

artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)

CodeRepository を削除する許可
DeleteCodeRepository
を付与

書き込み

codeaws:ResourceTag/
repository* (p.${TagKey}
1767)
(p. 1771)

DeleteContext

書き込み

context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

CreateDataQualityJobDefinition
書き込み
DeleteDataQualityJobDefinition
API を使用して作成されたデータ
品質のジョブ定義を削除する許
可を付与

dataaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

デバイスフリートを削除するア
DeleteDeviceFleetクセス許可を付与

書き込み

deviceaws:ResourceTag/
fleet* (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)

DeleteDomain

ドメインを削除する許可を付与

書き込み

domain* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

エッジデプロイ計画を削除する
DeleteEdgeDeploymentPlan
アクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan* (p. 1766)

エッジデプロイステージを削除
DeleteEdgeDeploymentStage
するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan* (p. 1766)

エンドポイントを削除する許可
を付与。Amazon SageMaker
は、エンドポイントの作成時に
デプロイされたすべてのリソー
スを解放

書き込み

endpoint* (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

DeleteEndpoint

コンテキストを削除する許可を
付与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CreateEndpointConfig API を使
DeleteEndpointConfig
用して作成されたエンドポイ
ント設定を削除する許可を付
与。DeleteEndpointConfig API
は、指定された設定のみ削除し
ます。設定を使用して作成され
たエンドポイントは削除されま
せん。

書き込み

endpointaws:ResourceTag/
config* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)

実験を削除する許可を付与
DeleteExperiment

書き込み

experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)

特徴グループを削除する許可を
DeleteFeatureGroup
付与

書き込み

featureaws:ResourceTag/
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)

指定したフロー定義を削除する
DeleteFlowDefinition
許可を付与

書き込み

flowaws:ResourceTag/
definition* (p. ${TagKey}
1766)
(p. 1771)

指定したヒューマンループを削
DeleteHumanLoop除する許可を付与

書き込み

humanloop* (p. 1766)

指定したヒューマンタスクユー
DeleteHumanTaskUi
ザーインターフェイス (ワーカー
タスクテンプレート) を削除する
許可を付与

書き込み

humanaws:ResourceTag/
task${TagKey} (p. 1771)
ui* (p. 1766)

DeleteImage

書き込み

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

SageMaker ImageVersion を削除
DeleteImageVersion
する許可を付与

書き込み

imageversion* (p. 1767)

系統グループポリシーを削除す
DeleteLineageGroupPolicy
る許可を付与

書き込み

DeleteModel

書き込み

model* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

CreateModelBiasJobDefinition
書き込み
DeleteModelBiasJobDefinition
API を使用して作成されたモデル
バイアスのジョブ定義を削除す
る許可を付与

modelaws:ResourceTag/
bias-job${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

SageMaker Image を削除する許
可を付与

CreateModel API を使用して
作成されたモデルを削除する
許可を付与。DeleteModel API
は、CreateModel API を呼び
出して作成された Amazon
SageMaker のモデルエントリの
み削除します。モデル Artifact、
推論コード、またはモデルの作
成時に指定した IAM ロールは削
除されません。
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CreateModelExplainabilityJobDefinition
書き込み
DeleteModelExplainabilityJobDefinition
API を使用して作成されたモデル
説明可能性のジョブ定義を削除
する許可を付与

modelaws:ResourceTag/
explainability-${TagKey} (p. 1771)
jobdefinition* (p. 1769)

ModelPackage を削除する許可を 書き込み
DeleteModelPackage
付与

modelaws:ResourceTag/
package* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)

ModelPackageGroup を削除する
DeleteModelPackageGroup
許可を付与

書き込み

modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group* (p. 1768)

ModelPackageGroup ポリシーを
DeleteModelPackageGroupPolicy
削除する許可を付与

書き込み

modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group* (p. 1768)

CreateModelQualityJobDefinition 書き込み
DeleteModelQualityJobDefinition
API を使用して作成されたモデル
品質のジョブ定義を削除する許
可を付与

modelaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

モニタリングスケジュールを削
DeleteMonitoringSchedule
除する許可を付与

書き込み

monitoring- aws:ResourceTag/
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)

Amazon SageMaker ノート
DeleteNotebookInstance
ブックインスタンスを削除
する許可を付与。ノートブッ
クインスタンスを削除する前
に、StopNotebookInstance API
を呼び出す必要があります。

書き込み

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

ノートブックインスタンスのラ
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig
イフサイクル設定を削除する許
可を付与

書き込み

notebookinstancelifecycleconfig* (p. 1767)

DeletePipeline

パイプラインを削除する許可を
付与

書き込み

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

DeleteProject

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

project* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

DeleteRecord

特徴グループからレコードを削
除する許可を付与

書き込み

featuregroup* (p. 1770)

Studio ライフサイクル設定を削
DeleteStudioLifecycleConfig
除するアクセス許可を付与

書き込み

studioaws:ResourceTag/
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

DeleteTags

タグ付け

action (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

指定されたタグのセットを
Amazon SageMaker リソースか
ら削除する許可を付与
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algorithm (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

app (p. 1767)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
artifact (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
automlaws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
codeaws:ResourceTag/
repository (p. ${TagKey}
1767)
(p. 1771)
compilation- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
context (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
dataaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
device (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
deviceaws:ResourceTag/
fleet (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)
domain (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan (p. 1766)
edgeaws:ResourceTag/
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
endpoint (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
endpointaws:ResourceTag/
config (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
experiment (p.aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial (p. 1770) ${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component (p. 1770)
featureaws:ResourceTag/
group (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)
flowaws:ResourceTag/
definition (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)
humanaws:ResourceTag/
task${TagKey} (p. 1771)
ui (p. 1766)
hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob (p. 1768)
image (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
inferenceaws:ResourceTag/
recommendations${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
labelingaws:ResourceTag/
job (p. 1766) ${TagKey} (p. 1771)
model (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
bias-job${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
explainability-${TagKey} (p. 1771)
jobdefinition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
package (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group (p. 1768)
modelaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
monitoring- aws:ResourceTag/
schedule (p. 1769)
${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

notebookaws:ResourceTag/
instance (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
pipeline (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
processing- aws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
project (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
studioaws:ResourceTag/
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
trainingaws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
transform- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
useraws:ResourceTag/
profile (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
workteam (p. aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
DeleteTrial

トライアルを削除する許可を付
与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial* (p. 1770)${TagKey} (p. 1771)

トライアルコンポーネントを削
DeleteTrialComponent
除する許可を付与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)

UserProfile を削除する許可を付
DeleteUserProfile 与。

書き込み

useraws:ResourceTag/
profile* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

書き込み

workforce* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

作業チームを削除する許可を付
DeleteWorkteam 与

書き込み

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

デバイスのセットの登録を解除
DeregisterDevicesするアクセス許可を付与

書き込み

device* (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

DescribeAction アクションに関する情報を取得
する許可を付与

読み込み

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

アルゴリズムを記述する許可を
DescribeAlgorithm付与

読み込み

algorithm* (p.aws:ResourceTag/
1768)
${TagKey} (p. 1771)

DeleteWorkforce

労働力を削除する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeApp

アプリケーションを記述する許
可を付与。

読み込み

app* (p. 1767)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

AppImageConfig を記述するアク
DescribeAppImageConfig
セス許可を付与

読み込み

appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

Artifact に関する情報を取得する
DescribeArtifact 許可を付与

読み込み

artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

CreateAutoMLJob API を使用し
DescribeAutoMLJob
て作成された AutoML ジョブを
記述する許可を付与

読み込み

automlaws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

CodeRepository を記述する許可
DescribeCodeRepository
を付与

読み込み

codeaws:ResourceTag/
repository* (p.${TagKey}
1767)
(p. 1771)

コンパイルジョブに関する情報
DescribeCompilationJob
を返す許可を付与

読み込み

compilation- aws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

コンテキストに関する情報を取
DescribeContext 得する許可を付与

読み込み

context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

データ品質のジョブ定義に関す
DescribeDataQualityJobDefinition
る情報を返す許可を付与

読み込み

dataaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

デバイスに関する情報にアクセ
DescribeDevice スするアクセス許可を付与

読み込み

device* (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

デバイスフリートに関する情報
DescribeDeviceFleet
にアクセスするアクセス許可を
付与

読み込み

deviceaws:ResourceTag/
fleet* (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)

ドメインを記述する許可を付
DescribeDomain 与。

読み取り

domain* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

エッジデプロイ計画に関する情
DescribeEdgeDeploymentPlan
報にアクセスするアクセス許可
を付与

読み取り

edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan* (p. 1766)

エッジパッケージングジョブに
DescribeEdgePackagingJob
関する情報にアクセスするアク
セス許可を付与

読み込み

edgeaws:ResourceTag/
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
job* (p. 1766)

エンドポイントの説明を返す許
DescribeEndpoint 可を付与

読み込み

endpoint* (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

CreateEndpointConfig API を使
DescribeEndpointConfig
用して作成されたエンドポイン
ト設定の説明を返す許可を付与

読み込み

endpointaws:ResourceTag/
config* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)

実験に関する情報を返す許可を
DescribeExperiment
付与

読み込み

experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

特徴グループに関する情報を取
DescribeFeatureGroup
得する許可を付与

読み取り

featureaws:ResourceTag/
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)

特徴メタデータに関する情報を
DescribeFeatureMetadata
取得する許可を付与

読み取り

featureaws:ResourceTag/
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)

指定したフロー定義に関する情
DescribeFlowDefinition
報を返す許可を付与

読み込み

flowaws:ResourceTag/
definition* (p. ${TagKey}
1766)
(p. 1771)

指定したヒューマンループに関
DescribeHumanLoop
する情報を返す許可を付与

読み込み

humanloop* (p. 1766)

指定したヒューマンレビュー
DescribeHumanTaskUi
ワークフローのユーザーイン
ターフェイスに関する詳細情報
を返す許可を付与

読み込み

humanaws:ResourceTag/
task${TagKey} (p. 1771)
ui* (p. 1766)

CreateHyperParameterTuningJob 読み込み
DescribeHyperParameterTuningJob
API を使用して作成されたハイ
パーパラメータチューニング
ジョブを記述する許可を付与

hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob* (p. 1768)

DescribeImage SageMaker Image に関する情報
を返す許可を付与

読み込み

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

SageMaker ImageVersion に関す
DescribeImageVersion
る情報を返す許可を付与

読み込み

imageversion* (p. 1767)

推論推奨ジョブに関する情報を
DescribeInferenceRecommendationsJob
取得するアクセス許可を付与

読み込み

inferenceaws:ResourceTag/
recommendations${TagKey} (p. 1771)
job* (p. 1766)

ラベリングジョブに関する情報
DescribeLabelingJob
を返す許可を付与

読み込み

labelingaws:ResourceTag/
job* (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)

プロファイリンググループを記
DescribeLineageGroup
述する許可を付与

読み込み

DescribeModel CreateModel API を使用して作成 読み込み
したモデルを記述する許可を付
与

model* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

モデルバイアスのジョブ定義に
DescribeModelBiasJobDefinition
関する情報を返す許可を付与

読み込み

modelaws:ResourceTag/
bias-job${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

モデルの説明可能性ジョブ定義
DescribeModelExplainabilityJobDefinition
に関する情報を返す許可を付与

読み込み

modelaws:ResourceTag/
explainability-${TagKey} (p. 1771)
jobdefinition* (p. 1769)

ModelPackage を記述する許可を 読み込み
DescribeModelPackage
付与

modelaws:ResourceTag/
package* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ModelPackageGroup を記述する
DescribeModelPackageGroup
許可を付与

読み込み

modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group* (p. 1768)

モデル品質のジョブ定義に関す
DescribeModelQualityJobDefinition
る情報を返す許可を付与

読み込み

modelaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition* (p. 1769)

モニタリングスケジュールに関
DescribeMonitoringSchedule
する情報を返す許可を付与

読み込み

monitoring- aws:ResourceTag/
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)

ノートブックインスタンスにつ
DescribeNotebookInstance
いての情報を返す許可を付与

読み込み

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

CreateNotebookInstanceLifecycleConfig
読み込み
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig
API を使用して作成されたノート
ブックインスタンスのライフサ
イクル設定を記述する許可を付
与

notebookinstancelifecycleconfig* (p. 1767)

パイプラインに関する情報を取
DescribePipeline 得する許可を付与

読み込み

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

パイプライン実行のパイプライ
DescribePipelineDefinitionForExecution
ン定義を取得する許可を付与

読み込み

pipelineexecution* (p. 1770)

パイプライン実行に関する情報
DescribePipelineExecution
を取得する許可を付与

読み込み

pipelineexecution* (p. 1770)

処理ジョブについての情報を返
DescribeProcessingJob
す許可を付与

読み込み

processing- aws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)

プロジェクトを記述する許可を
DescribeProject 付与

読み込み

project* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

Studio ライフサイクル設定を記
DescribeStudioLifecycleConfig
述するアクセス許可を付与

読み込み

studioaws:ResourceTag/
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

サブスクライブされたワーク
DescribeSubscribedWorkteam
チームに関する情報を返す許可
を付与

読み込み

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

トレーニングジョブに関する情
DescribeTrainingJob
報を返す許可を付与

読み込み

trainingaws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)

変換ジョブに関する情報を返す
DescribeTransformJob
許可を付与

読み込み

transform- aws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

DescribeTrial

トライアルに関する情報を返す
許可を付与

読み込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial* (p. 1770)${TagKey} (p. 1771)

トライアルコンポーネントに関
DescribeTrialComponent
する情報を返す許可を付与

読み込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

UserProfile を記述する許可を付
DescribeUserProfile
与。

読み込み

useraws:ResourceTag/
profile* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

労働力に関する情報を返す許可
DescribeWorkforce
を付与

読み込み

workforce* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

作業チームに関する情報を返す
DescribeWorkteam
許可を付与

読み込み

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

SageMaker Service Catalog ポー
DisableSagemakerServicecatalogPortfolio
トフォリオを無効にする許可を
付与

書き込み

トライアルからトライアルコン
DisassociateTrialComponent
ポーネントの関連付けを解除す
る許可を付与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial* (p. 1770)${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)
processing- aws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)

SageMaker Service Catalog ポー
EnableSagemakerServicecatalogPortfolio
トフォリオを有効にする許可を
付与

書き込み

デバイスフリート内のデバイス
GetDeviceFleetReport
の概要にアクセスするアクセス
許可を付与

読み込み

デバイス登録を取得するアクセ
読み込み
GetDeviceRegistration
ス許可を付与 エッジデバイスに
モデルをデプロイした後、この
API を使用して現在のデバイス登
録を取得します

devicefleet* (p. 1766)
device* (p. 1765)

系統グループポリシーを取得す
GetLineageGroupPolicy
るアクセス許可を付与

読み込み

ModelPackageGroup ポリシーを
GetModelPackageGroupPolicy
取得する許可を付与

読み込み

modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group* (p. 1768)

GetRecord

読み込み

featuregroup* (p. 1770)

特徴グループからレコードを取
得する許可を付与

SageMaker Service Catalog ポー
GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus
トフォリオを取得する許可を付
与

読み込み

キーワードが提供されたときに
GetSearchSuggestions
検索候補を取得する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

エンドポイントを呼び出す許可
を付与。Amazon SageMaker
ホスティングサービスを使用し
て実稼働環境にモデルをデプロ
イしたら、クライアントアプリ
ケーションはこの API を使用し
て、指定されたエンドポイント
でホストされているモデルから
推論を取得

読み込み

指定されたエンドポイントでホ
InvokeEndpointAsync
ストされたモデルから非同期で
推論を取得する許可を付与

読み込み

ListActions

アクションを一覧表示する許可
を付与

リスト

ListAlgorithms

アルゴリズムを一覧表示する許
可を付与

リスト

アカウント内の
ListAppImageConfigs
AppImageConfigs を一覧表示す
るアクセス許可を付与

リスト

ListApps

アカウントのアプリケーション
を一覧表示する許可を付与。

リスト

ListArtifacts

Artifact を一覧表示する許可を付
与

リスト

InvokeEndpoint

リスト

AutoML ジョブを一覧表示する許
ListAutoMLJobs 可を付与

リスト

AutoML ジョブの候補を一覧表示
ListCandidatesForAutoMLJob
する許可を付与

リスト

コードリポジトリを一覧表示す
ListCodeRepositories
る許可を付与

リスト

コンパイルジョブを一覧表示す
ListCompilationJobs
る許可を付与

リスト

ListContexts

コンテキストを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

データ品質のジョブ定義を一覧
ListDataQualityJobDefinitions
表示する許可を付与

リスト

デバイスフリートを一覧表示す
ListDeviceFleets るアクセス許可を付与

リスト

ListDevices

リスト
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endpoint* (p. 1769)
sagemaker:TargetModel (p. 1772)

関連付けを一覧表示する許可を
ListAssociations 付与

デバイスを一覧表示する許可を
付与

依存アク
ション

endpoint* (p. 1769)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListDomains

アカウントのドメインを一覧表
示する許可を付与。

リスト

エッジデプロイ計画を一覧表示
ListEdgeDeploymentPlans
するアクセス許可を付与

リスト

エッジパッケージングジョブを
ListEdgePackagingJobs
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

エンドポイント設定を一覧表示
ListEndpointConfigs
する許可を付与

リスト

ListEndpoints

エンドポイントを一覧表示する
許可を付与

リスト

実験を一覧表示する許可を付与

リスト

特徴グループを一覧表示する許
ListFeatureGroups可を付与

リスト

指定したパラメータがある場
ListFlowDefinitions合、フロー定義に関する概要情
報を返す許可を付与

リスト

指定したパラメータがある場
ListHumanLoops 合、ヒューマンループに関する
概要情報を返す許可を付与

リスト

指定したパラメータがある場
ListHumanTaskUis合、ヒューマンレビューワーク
フローのユーザーインターフェ
イスに関する概要情報を返す許
可を付与

リスト

ハイパーパラメータチューニン
ListHyperParameterTuningJobs
グジョブを一覧表示する許可を
付与

リスト

ListExperiments

SageMaker Image に属する
リスト
ListImageVersionsImageVersions を一覧表示する許
可を付与
ListImages

アカウント内の SageMaker
Images を一覧表示する許可を付
与

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

リスト

推論推奨ジョブを一覧表示する
ListInferenceRecommendationsJobs
許可を付与

リスト

ラベリングジョブを一覧表示す
ListLabelingJobs る許可を付与

リスト

作業チームのラベリングジョブ
ListLabelingJobsForWorkteam
を一覧表示する許可を付与

リスト
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依存アク
ション

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

系統グループを一覧表示する許
ListLineageGroups可を付与

リスト

モデルバイアスのジョブ定義を
ListModelBiasJobDefinitions
一覧表示する許可を付与

リスト

モデル説明可能性のジョブ定義
ListModelExplainabilityJobDefinitions
を一覧表示する許可を付与

リスト

推論推奨ジョブ用のモデルメタ
ListModelMetadata
データを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

ModelPackageGroups を一覧表
ListModelPackageGroups
示する許可を付与

リスト

ModelPackages を一覧表示する
ListModelPackages
許可を付与

リスト

モデル品質のジョブ定義を一覧
ListModelQualityJobDefinitions
表示する許可を付与

リスト

ListModels

依存アク
ション

modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group (p. 1768)

CreateModel API で作成されたモ リスト
デルを一覧表示する許可を付与

モニタリング実行を一覧表示す
ListMonitoringExecutions
る許可を付与

リスト

モニタリングスケジュールを一
ListMonitoringSchedules
覧表示する許可を付与

リスト

Amazon SageMaker を使用して
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs
デプロイできるノートブックイ
ンスタンスのライフサイクル設
定を一覧表示する許可を付与

リスト

AWS リージョン 内のリクエス
ListNotebookInstances
タのアカウントにある Amazon
SageMaker ノートブックインス
タンスを一覧表示する許可を付
与

リスト

パイプライン実行のステップを
ListPipelineExecutionSteps
一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

pipelineexecution* (p. 1770)

パイプラインの実行を一覧表示
ListPipelineExecutions
するアクセス許可を付与

リスト

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

パイプライン実行のパラメータ
ListPipelineParametersForExecution
を一覧表示するアクセス許可を
付与

リスト

pipelineexecution* (p. 1770)

ListPipelines

リスト

パイプラインを一覧表示する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

処理ジョブを一覧表示する許可
ListProcessingJobs
を付与

リスト

ListProjects

プロジェクトを一覧表示する許
可を付与

リスト

ステージデバイスを一覧表示す
ListStageDevices るアクセス許可を付与

リスト

Amazon SageMaker を使用して
ListStudioLifecycleConfigs
デプロイできる Studio ライフサ
イクル設定を一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

サブスクライブされた作業チー
ListSubscribedWorkteams
ムを一覧表示する許可を付与

リスト

ListTags

リスト

指定したリソースに関連付けら
れたタグセットを一覧表示する
許可を付与

依存アク
ション

action (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
algorithm (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
app (p. 1767)aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
artifact (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
automlaws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
codeaws:ResourceTag/
repository (p. ${TagKey}
1767)
(p. 1771)
compilation- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
context (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
dataaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
device (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
deviceaws:ResourceTag/
fleet (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)

1757

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

domain (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan (p. 1766)
edgeaws:ResourceTag/
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
endpoint (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
endpointaws:ResourceTag/
config (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
experiment (p.aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial (p. 1770) ${TagKey} (p. 1771)
experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component (p. 1770)
featureaws:ResourceTag/
group (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)
flowaws:ResourceTag/
definition (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)
humanaws:ResourceTag/
task${TagKey} (p. 1771)
ui (p. 1766)
hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob (p. 1768)
image (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
inferenceaws:ResourceTag/
recommendations${TagKey} (p. 1771)
job (p. 1766)
labelingaws:ResourceTag/
job (p. 1766) ${TagKey} (p. 1771)
model (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

modelaws:ResourceTag/
bias-job${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
explainability-${TagKey} (p. 1771)
jobdefinition (p. 1769)
modelaws:ResourceTag/
package (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)
modelaws:ResourceTag/
package${TagKey} (p. 1771)
group (p. 1768)
modelaws:ResourceTag/
quality-job- ${TagKey} (p. 1771)
definition (p. 1769)
monitoring- aws:ResourceTag/
schedule (p. 1769)
${TagKey} (p. 1771)
notebookaws:ResourceTag/
instance (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
pipeline (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
processing- aws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
project (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
studioaws:ResourceTag/
lifecycle${TagKey} (p. 1771)
config (p. 1767)
trainingaws:ResourceTag/
job (p. 1768) ${TagKey} (p. 1771)
transform- aws:ResourceTag/
job (p. 1769) ${TagKey} (p. 1771)
useraws:ResourceTag/
profile (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
workteam (p. aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)
トレーニングジョブを一覧表示
ListTrainingJobs する許可を付与
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リスト

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ハイパーパラメータチューニン
ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
グジョブのトレーニングジョブ
を一覧表示する許可を付与

リスト

変換ジョブを一覧表示する許可
ListTransformJobsを付与

リスト

トライアルコンポーネントを一
ListTrialComponents
覧表示する許可を付与

リスト

ListTrials

リスト

トライアルを一覧表示する許可
を付与

アカウントの UserProfile を一覧
ListUserProfiles 表示する許可を付与。

リスト

ListWorkforces

労働力を一覧表示する許可を付
与

リスト

ListWorkteams

作業チームを一覧表示する許可
を付与

リスト

hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob* (p. 1768)

系統グループポリシーを配置す
PutLineageGroupPolicy
るアクセス許可を付与

書き込み

ModelPackageGroup ポリシーを
PutModelPackageGroupPolicy
配置する許可を付与

書き込み

modelpackagegroup* (p. 1768)

PutRecord

特徴グループにレコードを配置
する許可を付与

書き込み

featuregroup* (p. 1770)

QueryLineage

系統グラフを探索するアクセス
許可を付与

リスト

デバイスのセットを登録するア
RegisterDevices クセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

device* (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)

人間による注釈付けのタスクに
RenderUiTemplate使用される UI テンプレートをレ
ンダリングする許可を付与

読み込み

パイプラインの実行を再試行す
RetryPipelineExecution
るアクセス許可を付与

書き込み

Search

読み込み

SageMaker オブジェクトを検索
するためのアクセス許可を付与
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iam:PassRole

pipelineexecution* (p. 1770)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

SendHeartbeat デバイスから集めたハートビー
トデータを公開するアクセス許
可を付与 エッジデバイスにモデ
ルをデプロイした後、この API
を使用してデバイスステータス
を取得します

書き込み

device* (p. 1765)

保留中のコールバックステップ
SendPipelineExecutionStepFailure
を失敗させる許可を付与

書き込み

pipelineexecution* (p. 1770)

保留中のコールバックステップ
SendPipelineExecutionStepSuccess
を成功させる許可を付与

書き込み

pipelineexecution* (p. 1770)

エッジデプロイステージを開始
StartEdgeDeploymentStage
するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan* (p. 1766)

ヒューマンループを開始する許
StartHumanLoop 可を付与

書き込み

flowdefinition* (p. 1766)

モニタリングスケジュールを開
StartMonitoringSchedule
始する許可を付与

書き込み

monitoring- aws:ResourceTag/
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)

ノートブックインスタンスを起
StartNotebookInstance
動する許可を付与。最新バー
ジョンのライブラリを使用し
て EC2 インスタンスを起動
し、EBS ボリュームをアタッチ

書き込み

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

パイプライン実行を開始する許
StartPipelineExecution
可を付与

書き込み

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

AutoML ジョブの実行を停止する
StopAutoMLJob 許可を付与

書き込み

automlaws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

コンパイルジョブを停止する許
StopCompilationJob
可を付与

書き込み

compilation- aws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

エッジデプロイステージを停止
StopEdgeDeploymentStage
するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
deployment- ${TagKey} (p. 1771)
plan* (p. 1766)

エッジパッケージングジョブを
StopEdgePackagingJob
停止するアクセス許可を付与

書き込み

edgeaws:ResourceTag/
packaging- ${TagKey} (p. 1771)
job* (p. 1766)

指定されたヒューマンループを
StopHumanLoop 停止する許可を付与

書き込み

humanloop* (p. 1766)

CreateHyperParameterTuningJob 書き込み
StopHyperParameterTuningJob
を使用して作成される、実行中
のハイパーパラメータチューニ
ングジョブを停止する許可を付
与
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hyperaws:ResourceTag/
parameter- ${TagKey} (p. 1771)
tuningjob* (p. 1768)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

推論推奨ジョブを停止するアク
StopInferenceRecommendationsJob
セス許可を付与

書き込み

inferenceaws:ResourceTag/
recommendations${TagKey} (p. 1771)
job* (p. 1766)

ラベリングジョブを停止する許
StopLabelingJob 可を付与。すでに生成されたラ
ベルは、停止前にエクスポート
されます

書き込み

labelingaws:ResourceTag/
job* (p. 1766)${TagKey} (p. 1771)

モニタリングスケジュールを停
StopMonitoringSchedule
止する許可を付与

書き込み

monitoring- aws:ResourceTag/
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)

ノートブックインスタンスを
書き込み
StopNotebookInstance
停止する許可を付与。EC2 イ
ンスタンスを終了する許可を
付与。インスタンスを終了す
る前に、Amazon SageMaker
は EBS ボリュームをインスタ
ンスから切断します。Amazon
SageMaker は EBS ボリュームを
保持

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)

パイプライン実行を停止する許
StopPipelineExecution
可を付与

書き込み

pipelineexecution* (p. 1770)

処理ジョブを停止する許可を
StopProcessingJob
付与。ジョブを停止するため
に、Amazon SageMaker はアル
ゴリズムに SIGTERM シグナル
を送信し、ジョブの終了を 120
秒間遅らせることができます。

書き込み

processing- aws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)

トレーニングジョブを停止する
StopTrainingJob 許可を付与。ジョブを停止する
ために、Amazon SageMaker は
アルゴリズムに SIGTERM シグ
ナルを送信し、ジョブの終了を
120 秒間遅らせることができま
す。

書き込み

trainingaws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)

変換ジョブを停止する許可を
StopTransformJob付与。Amazon SageMaker が
StopTransformJob リクエスト
を受け取ると、ジョブのステー
タスが Stopping に変わりま
す。Amazon SageMaker がジョ
ブを停止した後、ステータスは
Stopped に設定されます

書き込み

transform- aws:ResourceTag/
job* (p. 1769)${TagKey} (p. 1771)

UpdateAction

書き込み

action* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

アクションを更新する許可を付
与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SageMaker

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

AppImageConfig を更新するアク
UpdateAppImageConfig
セス許可を付与

書き込み

appaws:ResourceTag/
image${TagKey} (p. 1771)
config* (p. 1767)

UpdateArtifact

書き込み

artifact* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

CodeRepository を更新する許可
UpdateCodeRepository
を付与

書き込み

codeaws:ResourceTag/
repository* (p.${TagKey}
1767)
(p. 1771)

UpdateContext コンテキストを更新する許可を
付与

書き込み

context* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

デバイスフリートを更新するア
UpdateDeviceFleet
クセス許可を付与

書き込み

deviceaws:ResourceTag/
fleet* (p. 1766)
${TagKey} (p. 1771)

デバイスのセットを更新するア
クセス許可を付与

書き込み

device* (p. 1765)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

UpdateDomain ドメインを更新する許可を付与

書き込み

domain* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

UpdateDevices

Artifact を更新する許可を付与

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:DomainSharingOutputKmsK
sagemaker:ImageArns (p. 1772)

sagemaker:ImageVersionArns (p. 1772
リクエストで指定したエンドポ
UpdateEndpoint イント設定を使用するようにエ
ンドポイントを更新する許可を
付与

書き込み

endpoint* (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

エンドポイントに関連付けられ
UpdateEndpointWeightsAndCapacities
た 1 つ以上のバリアントの重
量、キャパシティー、またはそ
の両方を更新する許可を付与

書き込み

endpoint* (p. 1769)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

実験を更新する許可を付与
UpdateExperiment

書き込み

experiment* (p.
aws:ResourceTag/
1770)
${TagKey} (p. 1771)

特徴グループを更新する許可を
UpdateFeatureGroup
付与

書き込み

featureaws:ResourceTag/
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)

特徴メタデータを更新する許可
UpdateFeatureMetadata
を付与

書き込み

featureaws:ResourceTag/
group* (p. 1770)
${TagKey} (p. 1771)

UpdateImage

書き込み

image* (p. 1767)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1771)

SageMaker Image のプロパティ
を更新する許可を付与

ModelPackage を更新する許可を 書き込み
UpdateModelPackage
付与
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modelaws:ResourceTag/
package* (p. 1768)
${TagKey} (p. 1771)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

sagemaker:ModelApprovalStatus (p. 17

sagemaker:CustomerMetadataPropertie
${MetadataKey} (p. 1771)

sagemaker:CustomerMetadataPropertie
モニタリングスケジュールを更
UpdateMonitoringSchedule
新する許可を付与

書き込み

monitoring- aws:ResourceTag/
iam:PassRole
schedule* (p. ${TagKey}
1769)
(p. 1771)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:MaxRuntimeInSeconds (p. 1
sagemaker:NetworkIsolation (p. 1772)
sagemaker:OutputKmsKey (p. 1772)
sagemaker:VolumeKmsKey (p. 1773)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:VpcSubnets (p. 1773)

sagemaker:InterContainerTrafficEncryp
ノートブックインスタンスを更
UpdateNotebookInstance
新する許可を付与。ノートブッ
クインスタンスの更新には、
ワークロード要件の変更に対応
するためにノートブックインス
タンスに使用される EC2 インス
タンスのアップグレードまたは
ダウングレードが含まれます

書き込み

notebookaws:ResourceTag/
instance* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:AcceleratorTypes (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:MinimumInstanceMetadataS
sagemaker:RootAccess (p. 1772)

CreateNotebookInstanceLifecycleConfig
書き込み
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig
API を使用して作成されたノート
ブックインスタンスのライフサ
イクル設定を更新する許可を付
与

notebookinstancelifecycleconfig* (p. 1767)

パイプラインを更新する許可を
付与

書き込み

pipeline* (p. 1770)
aws:ResourceTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1771)

パイプライン実行を更新する許
UpdatePipelineExecution
可を付与

書き込み

pipelineexecution* (p. 1770)

UpdateProject

書き込み

project* (p. 1768)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

UpdatePipeline

プロジェクトを更新する許可を
付与
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1771)
aws:TagKeys (p. 1771)
トレーニングジョブを更新する
UpdateTrainingJob
許可を付与

書き込み

trainingaws:ResourceTag/
job* (p. 1768)${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

UpdateTrial

トライアルを更新する許可を付
与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial* (p. 1770)${TagKey} (p. 1771)

トライアルコンポーネントを更
UpdateTrialComponent
新する許可を付与

書き込み

experiment- aws:ResourceTag/
trial${TagKey} (p. 1771)
component* (p. 1770)

UserProfile を更新する許可を付
UpdateUserProfile与。

書き込み

useraws:ResourceTag/
profile* (p. 1767)
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:VpcSecurityGroupIds (p. 17
sagemaker:InstanceTypes (p. 1772)

sagemaker:DomainSharingOutputKmsK
sagemaker:ImageArns (p. 1772)

sagemaker:ImageVersionArns (p. 1772
UpdateWorkforce

労働力を更新する許可を付与

作業チームを更新する許可を付
UpdateWorkteam 与

書き込み

workforce* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

書き込み

workteam* (p.aws:ResourceTag/
1766)
${TagKey} (p. 1771)

Amazon SageMaker で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1727)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

device

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:device-fleet/${DeviceFleetName}/
device/${DeviceName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

device-fleet

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:device-fleet/${DeviceFleetName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
edgepackaging-job

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:edge-packaging-job/
${EdgePackagingJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

edgedeploymentplan

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:edge-deployment/
${EdgeDeploymentPlanName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

human-loop

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:human-loop/${HumanLoopName}

flow-definition

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:flow-definition/
${FlowDefinitionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:human-task-ui/${HumanTaskUiName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

human-task-ui

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
inferencearn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
recommendations-${Account}:inference-recommendations-job/
job
${InferenceRecommendationsJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

labeling-job

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:labeling-job/${LabelingJobName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
workteam

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:workteam/${WorkteamName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

workforce

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:workforce/${WorkforceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
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リソースタイプ ARN

条件キー

domain

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:domain/${DomainId}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
user-profile

app

app-imageconfig

studiolifecycle-config

notebookinstance

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:user-profile/${DomainId}/
${UserProfileName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:app/${DomainId}/
${UserProfileName}/${AppType}/${AppName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:app-image-config/
${AppImageConfigName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:studio-lifecycle-config/
${StudioLifecycleConfigName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:notebook-instance/
${NotebookInstanceName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

notebookinstancelifecycle-config

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:notebookinstance-lifecycle-config/
${NotebookInstanceLifecycleConfigName}

coderepository

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:code-repository/
${CodeRepositoryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:image/${ImageName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

image

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
image-version

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:image-version/${ImageName}/
${Version}
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リソースタイプ ARN

条件キー

algorithm

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:algorithm/${AlgorithmName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
training-job

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:training-job/${TrainingJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

processing-job

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:processing-job/
${ProcessingJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

hyperparametertuning-job

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:hyper-parameter-tuning-job/
${HyperParameterTuningJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

project

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:project/${ProjectName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
modelpackage

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:model-package/${ModelPackageName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

modelpackage-group

model

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:model-package-group/
${ModelPackageGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:model/${ModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
endpointconfig

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:endpoint-config/
${EndpointConfigName}
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リソースタイプ ARN

条件キー

endpoint

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:endpoint/${EndpointName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
transform-job

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:transform-job/${TransformJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

compilation-job arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:compilation-job/
${CompilationJobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

automl-job

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:automl-job/${AutoMLJobJobName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
monitoringschedule

data-qualityjob-definition

model-qualityjob-definition

model-biasjob-definition

modelexplainabilityjob-definition

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:monitoring-schedule/
${MonitoringScheduleName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:data-quality-job-definition/
${DataQualityJobDefinitionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:model-quality-job-definition/
${ModelQualityJobDefinitionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:model-bias-job-definition/
${ModelBiasJobDefinitionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:
${Region}:${Account}:modelexplainability-job-definition/
${ModelExplainabilityJobDefinitionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
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リソースタイプ ARN

条件キー

experiment

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:experiment/${ExperimentName}

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
experimenttrial

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:experiment-trial/${TrialName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

experimenttrial-component

feature-group

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:experiment-trial-component/
${TrialComponentName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:feature-group/${FeatureGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
pipeline

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:pipeline/${PipelineName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

pipelineexecution

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:pipeline/${PipelineName}/
execution/${RandomString}

artifact

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:artifact/${HashOfArtifactSource}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

context

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:context/${ContextName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

action

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:action/${ActionName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)

lineage-group

arn:${Partition}:sagemaker:${Region}:
${Account}:lineage-group/${LineageGroupName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1771)
sagemaker:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1772)
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Amazon SageMaker の条件キー
Amazon SageMaker では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

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

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのタグ
キー名のリストによりアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのアク
sagemaker:AcceleratorTypes
セラレータータイプのリストによりアクセスをフィルタリン
グ

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたアプリケーション
sagemaker:AppNetworkAccessType
ネットワークアクセスタイプによりアクセスをフィルタリン
グ

文字列

メタデータキーと値のペアでアクセスをフィルタリング
sagemaker:CustomerMetadataProperties/
${MetadataKey}

文字列

リクエスト内のモデルパッケージリソースに関連付けられた
sagemaker:CustomerMetadataPropertiesToRemove
メタデータプロパティのリストでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられた直接インターネッ
sagemaker:DirectInternetAccess
トアクセスによりアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられたドメイン共有出力
sagemaker:DomainSharingOutputKmsKey
KMS キーによってアクセスをフィルタリング

ARN

リクエスト内の特徴グループリソースに関連付けられたオフ
sagemaker:FeatureGroupOfflineStoreKmsKey
ラインストア KMS キーによりアクセスをフィルタリング

ARN

リクエスト内の特徴グループリソースに関連付けられたオフ
sagemaker:FeatureGroupOfflineStoreS3Uri
ラインストア s3 uri によりアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内の特徴グループリソースに関連付けられたオフ
sagemaker:FeatureGroupOnlineStoreKmsKey
ラインストア kms キーによりアクセスをフィルタリング

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたファイルシステム
sagemaker:FileSystemAccessMode
アクセスモードによりアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられたファイルシステム
sagemaker:FileSystemDirectoryPath
ディレクトリパスによりアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられたファイルシステム
sagemaker:FileSystemId
ID によりアクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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条件キー

説明

タイプ

リクエスト内のリソースに関連付けられたファイルシステム
sagemaker:FileSystemType
タイプによりアクセスをフィルタリング

文字列

ユーザーが SageMaker サービスに対して行うリクエストに
sagemaker:HomeEfsFileSystemKmsKey
含まれるキーによってアクセスをフィルタリングします。こ
のキーは非推奨です。これは sagemaker:VolumeKmsKey に
置き換わりました

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべてのイメージ
sagemaker:ImageArns
arn のリストによってアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべてのイメージ
sagemaker:ImageVersionArns
バージョン arn のリストによってアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられているすべてのイン
sagemaker:InstanceTypes
スタンスタイプのリストによりアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたコンテナ間トラ
sagemaker:InterContainerTrafficEncryption
フィックの暗号化によりアクセスをフィルタリング

Bool

リクエスト内のリソースに関連付けられた最大ランタイム
sagemaker:MaxRuntimeInSeconds
（秒）によりアクセスをフィルタリング

数値

リクエスト内のリソースが使用する最小インスタンスメタ
sagemaker:MinimumInstanceMetadataServiceVersion
データサービスバージョンによりアクセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のモデルパッケージを使用して、モデルの承認
sagemaker:ModelApprovalStatus
ステータスでアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられたモデル arn によっ
sagemaker:ModelArnてアクセスをフィルタリング

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたネットワーク分離
sagemaker:NetworkIsolation
によってアクセスをフィルタリング

Bool

リクエスト内のリソースに関連付けられた出力 kms キーに
sagemaker:OutputKmsKey
よってアクセスをフィルタリング

ARN

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアの先頭文
sagemaker:ResourceTag/
字列によってアクセスをフィルタリング

文字列

タグキーおよび値のペアでアクセスをフィルタリングしま
sagemaker:ResourceTag/
す。
${TagKey}

文字列

リクエスト内のリソースに関連付けられたルートアクセスに
sagemaker:RootAccess
よってアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストでサーバーレス推論に使用される最大同時実行性
sagemaker:ServerlessMaxConcurrency
を制限して、アクセスをフィルタリングします

数値

リクエストでサーバーレス推論に使用されるメモリサイズを
sagemaker:ServerlessMemorySize
制限して、アクセスをフィルタリングします

数値

リクエスト内のマルチモデルエンドポイントに関連付けられ
sagemaker:TargetModel
たターゲットモデルによってアクセスをフィルタリング

文字列
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条件キー

説明

タイプ

リクエスト内のリソースに関連付けられたボリューム kms
sagemaker:VolumeKmsKey
キーによってアクセスをフィルタリング

ARN

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべての VPC セ
sagemaker:VpcSecurityGroupIds
キュリティグループ ID のリストによってアクセスをフィルタ
リング

ArrayOfString

リクエスト内のリソースに関連付けられたすべての VPC サブ ArrayOfString
sagemaker:VpcSubnets
ネットのリストによってアクセスをフィルタリング
リクエストに関連付けられた作業チーム arn によってアクセ
sagemaker:WorkteamArn
スをフィルタリング

ARN

リクエストに関連付けられた作業チームタイプによってアク
文字列
sagemaker:WorkteamType
セスをフィルタリング。これは、public-crowd、private-crowd
または vendor-crowd にすることができます。

Amazon SageMaker Ground Truth のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon SageMaker Ground Truth Synthetics（サービスプレフィックス: sagemaker-groundtruthsynthetic）では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやア
クション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic によって定義されるアクション (p. 1773)
• Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic によって定義されるリソースタイプ (p. 1775)
• Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic のアクション、リソース、および条件キー (p. 1775)

Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic によって定義される
アクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateProject
[アクセス許可
のみ]

プロジェクトを作成する許可を
付与。

書き込み

DeleteProject
[アクセス許可
のみ]

プロジェクトを削除する許可を
付与

書き込み

GetBatch [アク バッチを取得する許可を付与
セス許可のみ]

読み取り

GetProject [ア
クセス許可の
み]

読み取り

プロジェクトを取得する許可を
付与

バッチデータ移行を一覧表示す
ListBatchDataTransfers
るアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

バッチの概要を一覧表示する許
ListBatchSummaries
可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

プロジェクトデータ移行を一覧
ListProjectDataTransfers
表示するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

プロジェクトの概要を一覧表示
ListProjectSummaries
する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

バッチデータ移行を開始するア
StartBatchDataTransfer
クセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

プロジェクトデータ移行を開始
StartProjectDataTransfer
するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

UpdateBatch
[アクセス許可
のみ]

書き込み

バッチを更新する許可を付与
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Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic によって定義される
リソースタイプ
Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリ
ソース ARN の指定はサポートされていません。Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic へのアクセス
を許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic のアクション、リ
ソース、および条件キー
SageMaker Ground Truth Synthetic には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサー
ビス固有のコンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキスト
キーのリストについては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Savings Plans のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Savings Plans (サービスプレフィックス: savingsplans) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用
できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Savings Plans で定義されるアクション (p. 1775)
• AWS Savings Plans で定義されるリソースタイプ (p. 1776)
• AWS Savings Plans の条件キー (p. 1777)

AWS Savings Plans で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

1775

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Savings Plans

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Savings Plan を作成する許可を
CreateSavingsPlan
付与。

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1777)
aws:TagKeys (p. 1777)

顧客アカウントに関連付けられ
DeleteQueuedSavingsPlan
た、キューに入れられた Savings
Plan を削除する許可を付与。

Write

顧客の Savings Plan に関連する
DescribeSavingsPlanRates
料金を説明する許可を付与。

Read

savingsplan* (p. 1776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1777)
savingsplan* (p. 1776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1777)

顧客アカウントに関連付けられ
Read
DescribeSavingsPlans
た Savings Plans を説明する許可
を付与。

savingsplan* (p. 1776)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1777)

Savings Plans のサービスに関
DescribeSavingsPlansOfferingRates
連する料金を説明する許可を付
与。

Read

顧客が購入できる Savings Plans
DescribeSavingsPlansOfferings
のサービスを説明する許可を付
与。

Read

Savings Plan のタグを一覧表示
ListTagsForResource
する許可を付与。

リスト

savingsplan* (p. 1776)

TagResource

タグ付け

savingsplan* (p. 1776)

Savings Plan にタグを付けるア
クセス許可を付与

aws:TagKeys (p. 1777)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1777)

Savings Plan のタグを解除する
UntagResource 許可を付与。

タグ付け

savingsplan* (p. 1776)
aws:TagKeys (p. 1777)

AWS Savings Plans で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1775)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

savingsplan

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1777)

arn:${Partition}:savingsplans::
${Account}:savingsplan/${ResourceId}
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AWS Savings Plans の条件キー
AWS Savings Plans では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Secrets Manager のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Secrets Manager (サービスプレフィックス: secretsmanager) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Secrets Manager で定義されるアクション (p. 1777)
• AWS Secrets Manager で定義されるリソースタイプ (p. 1785)
• AWS Secrets Manager の条件キー (p. 1786)

AWS Secrets Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

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

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
CreateSecret

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

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:Name (p. 1786)
secretsmanager:Description (p. 1786)
secretsmanager:KmsKeyId (p. 1786)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1786)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)
aws:TagKeys (p. 1786)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)

secretsmanager:AddReplicaRegions (p

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

経営へのア Secret* (p. 1785)
クセス権
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
DeleteSecret

シークレットを削除するアクセ
ス権限を付与します。

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)

secretsmanager:RecoveryWindowInDa

secretsmanager:ForceDeleteWithoutRe
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
DescribeSecret

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

読み込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

読み込み

読み込み

GetResourcePolicy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

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

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

読み込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:VersionId (p. 1787)

secretsmanager:VersionStage (p. 1787
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

読み込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
ListSecrets

利用可能なシークレットを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与します。

リスト

経営へのア Secret* (p. 1785)
クセス権

PutResourcePolicy
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースポリシーをシークレッ
トに取り付ける許可を付与しま
す。

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:BlockPublicPolicy (p. 1

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

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

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

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

secretsmanager:AddReplicaRegions (p

secretsmanager:ForceOverwriteReplica
RestoreSecret

シークレットの削除をキャンセ
ルするアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RotateSecret

シークレットのローテーション
を開始するアクセス許可を付与
します。

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)

secretsmanager:RotationLambdaARN (
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

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

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
TagResource

シークレットにタグを追加する
許可を付与します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

secretsmanager:SecretId (p. 1787)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1786)
aws:TagKeys (p. 1786)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

タグ付け

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
aws:TagKeys (p. 1786)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
UpdateSecret

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

書き込み

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:Description (p. 1786)
secretsmanager:KmsKeyId (p. 1786)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

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

書き込み

依存アク
ション

Secret* (p. 1785)
secretsmanager:SecretId (p. 1787)

secretsmanager:VersionStage (p. 1787
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

経営へのア Secret* (p. 1785)
クセス権
secretsmanager:SecretId (p. 1787)
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)
secretsmanager:ResourceTag/
tagkey (p. 1787)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)

secretsmanager:SecretPrimaryRegion (

AWS Secrets Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1777)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Secret

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1786)

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

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1786)
aws:TagKeys (p. 1786)
secretsmanager:ResourceTag/
tag-key (p. 1787)
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リソースタイプ ARN

条件キー
secretsmanager:resource/
AllowRotationLambdaArn (p. 1787)

AWS Secrets Manager の条件キー
AWS Secrets Manager は、Condition IAMポリシーの 要素で使用できる次の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

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

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

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

ArrayOfString

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

ArrayOfString

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

Bool

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

文字列

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

Bool

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

Bool

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

文字列

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

Bool

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

文字列

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

数値

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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条件キー

説明

タイプ

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

文字列

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

Bool

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

ARN

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

ARN

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

文字列

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

文字列

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

文字列

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

ARN

AWS Security Hub のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Security Hub (サービスプレフィックス: securityhub) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Security Hub で定義されるアクション (p. 1787)
• AWS Security Hub で定義されるリソースタイプ (p. 1793)
• AWS Security Hub の条件キー (p. 1793)

AWS Security Hub で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
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[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メンバーアカウントになるため
AcceptAdministratorInvitation
の Security Hub の招待を受け入
れるアクセス許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

メンバーアカウントになるため
AcceptInvitation の Security Hub の招待を受け入
れるアクセス許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub で標準を無効にす
BatchDisableStandards
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub で標準を有効にす
BatchEnableStandards
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

セキュリティコントロールのリ
BatchGetStandardsControlAssociations
ストとスタンダードの関連付け
[アクセス許可
をバッチで取得するアクセス許
のみ]
可を付与

読み込み

統合製品から Security Hub に結
BatchImportFindings
果をインポートする許可を付与

書き込み

Security Hub の結果の選択した
BatchUpdateFindings
セットについて、お客様の制御
によるフィールドを更新する許
可を付与

書き込み

セキュリティコントロールのリ
BatchUpdateStandardsControlAssociations
ストとスタンダードの関連付け
[アクセス許可
をバッチで更新するアクセス許
のみ]
可を付与

書き込み

Security Hub でカスタムアク
CreateActionTarget
ションを作成する許可を付与

書き込み

クロスリージョン検索集計構成
CreateFindingAggregator
を含む、検索アグリゲータを作
成するアクセス許可を付与

書き込み

CreateInsight

書き込み

Security Hub でインサイトを作
成する許可を付与。インサイト
は、関連する結果のコレクショ
ンです
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Security Hub でメンバーアカウ
CreateMembers ントを作成する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

メンバーアカウントになるため
DeclineInvitations の Security Hub の招待を却下す
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub でカスタムアク
DeleteActionTarget
ションを削除する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

検索アグリゲータを削除するア
DeleteFindingAggregator
クセス許可を付与これにより、
リージョン間の集約の検索が無
効になります。

書き込み

findingaggregator* (p. 1793)

DeleteInsight

Security Hub からインサイトを
削除する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

メンバーアカウントになるため
DeleteInvitations の Security Hub の招待を削除す
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub のメンバーアカウ
DeleteMembers ントを削除する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

API を使用してカスタムアクショ 読み込み
DescribeActionTargets
ンのリストを取得する許可を付
与

hub (p. 1793)

DescribeHub

アカウントのハブリソースに関
する情報を取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub の組織設定を説明
DescribeOrganizationConfiguration
する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

利用可能な Security Hub 製品統
DescribeProducts 合に関する情報を取得する許可
を付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub 標準に関する情報
DescribeStandards
を取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub 標準コントロール
DescribeStandardsControls
に関する情報を取得する許可を
付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub 統合製品の結果の
DisableImportFindingsForProduct
インポートを無効にする許可を
付与

書き込み

hub (p. 1793)

組織の Security Hub 管理者アカ
DisableOrganizationAdminAccount
ウントを削除する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub を無効にする許可
DisableSecurityHub
を付与

書き込み

hub (p. 1793)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Security Hub メンバーアカウン
DisassociateFromAdministratorAccount
トに、関連付けられた管理者ア
カウントとの関連付けを解除す
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub メンバーアカウン
DisassociateFromMasterAccount
トに、関連付けられたマスター
アカウントとの関連付けを解除
する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

関連付けられた管理者アカウン
DisassociateMembers
トから、Security Hub メンバー
アカウントの関連付けを解除す
る許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub 統合製品の結果の
EnableImportFindingsForProduct
インポートを有効にする許可を
付与

書き込み

hub (p. 1793)

組織の Security Hub 管理者アカ
EnableOrganizationAdminAccount
ウントを指定する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

依存アク
ション

organizations:DescribeOrg

organizations:EnableAWS

organizations:RegisterDel
Security Hub を有効にする許可
EnableSecurityHub
を付与

書き込み

hub (p. 1793)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1793)
aws:TagKeys (p. 1794)

インサイト ARN の代わりに一連
GetAdhocInsightResults
のフィルターを提供することに
[アクセス許可
より、インサイト結果を取得す
のみ]
る許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub 管理者アカウント
GetAdministratorAccount
に関する詳細を取得する許可を
付与

読み込み

hub (p. 1793)

セキュリティ標準に対する、セ
GetControlFindingSummary
キュリティスコアと検出数およ
[アクセス許可
び制御ステータスのカウントを
のみ]
取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub で有効になってい
GetEnabledStandards
る標準のリストを取得する許可
を付与

リスト

hub (p. 1793)

リージョン間の集計の検索を構
GetFindingAggregator
成する、検索アグリゲータの詳
細を取得するアクセス許可を付
与

読み込み

findingaggregator* (p. 1793)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetFindings

Security Hub から結果のリスト
を取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

アカウントで Security Hub 無料
GetFreeTrialEndDate
トライアルの終了日を確定する
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

読み込み

hub (p. 1793)

無料試用期間中の Security Hub
GetFreeTrialUsage
の使用状況に関する情報を取得
[アクセス許可
する許可を付与
のみ]

読み込み

hub (p. 1793)

グラフを生成するために Security 読み込み
GetInsightFindingTrend
Hub からインサイト検索傾向を
[アクセス許可
取得する許可を付与
のみ]

hub (p. 1793)

Security Hub からインサイト結
GetInsightResults 果を取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

GetInsights

リスト

hub (p. 1793)

アカウントに送信されたすべて
GetInvitationsCount
の Security Hub メンバーシップ
の招待の数を取得する許可を付
与

読み込み

hub (p. 1793)

Security Hub マスターアカウン
GetMasterAccountトに関する詳細を取得する許可
を付与

読み込み

hub (p. 1793)

GetMembers

Security Hub メンバーアカウン
トの詳細を取得する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

GetUsage [ア
クセス許可の
み]

アカウント別の Security Hub の
使用に関する情報を取得する許
可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

InviteMembers

他の AWS アカウントを Security
Hub メンバーアカウントに招待
するアクセス許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

コントロール ID、ステータス、
ListControlEvaluationSummaries
検索回数など、標準のコント
[アクセス許可
ロールの一覧を取得する許可を
のみ]
付与

読み込み

hub (p. 1793)

現在有効になっている Security
ListEnabledProductsForImport
Hub 統合製品を取得する許可を
付与

リスト

hub (p. 1793)

Security Hub のインサイトを取
得する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

クロスリージョン検索集計設定
ListFindingAggregators
を含む検索アグリゲータのリス
トを取得するアクセス許可を付
与

リスト

ListInvitations

アカウントに送信された Security リスト
Hub の招待を取得する許可を付
与

hub (p. 1793)

ListMembers

管理者アカウントに関連付けら
れている Security Hub メンバー
アカウントに関する詳細を取得
する許可を付与

リスト

hub (p. 1793)

組織の Security Hub 管理者アカ
ListOrganizationAdminAccounts
ウントを一覧表示する許可を付
与

リスト

hub (p. 1793)

セキュリティコントロール定義
ListSecurityControlDefinitions
のリストを取得するアクセス
[アクセス許可
許可を付与これには、セキュリ
のみ]
ティコントロールのクロスリー
ジョンコントロールの詳細が含
まれます

リスト

リソースに関連付けられている
ListTagsForResource
タグのリストにアクセス許可を
付与

読み込み

hub* (p. 1793)

カスタムアクションを使用
SendFindingEvents
して、Security Hub の結果を
[アクセス許可
Amazon EventBridge に送信する
のみ]
許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

カスタムアクションを使用し
SendInsightEventsて、Amazon EventBridge に
[アクセス許可
Security Hub のインサイトを送
のみ]
信する許可を付与

読み込み

hub (p. 1793)

TagResource

Security Hub リソースにタグを
追加する許可を付与

タグ付け

hub* (p. 1793)

Security Hub リソースからタグ
UntagResource を削除する許可を付与

タグ付け

hub* (p. 1793)

Security Hub でカスタムアク
UpdateActionTarget
ションを更新する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

クロスリージョン検索集計構成
UpdateFindingAggregator
を含む、検索アグリゲータを更
新するアクセス許可を付与

書き込み

findingaggregator* (p. 1793)

Security Hub の結果を更新する
UpdateFindings 許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UpdateInsight

Security Hub でインサイトを更
新する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub の組織設定を更新
UpdateOrganizationConfiguration
する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub の設定を更新する
UpdateSecurityHubConfiguration
許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

Security Hub 標準コントロール
UpdateStandardsControl
を更新する許可を付与

書き込み

hub (p. 1793)

依存アク
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AWS Security Hub で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1787)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

hub

arn:${Partition}:securityhub:${Region}:
${Account}:hub/default

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1793)

product

arn:${Partition}:securityhub:${Region}:
${Account}:product/${Company}/${ProductId}

findingaggregator

arn:${Partition}:securityhub:${Region}:
${Account}:finding-aggregator/
${FindingAggregatorId}

AWS Security Hub の条件キー
AWS Security Hub では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアのプレゼンスに基づ
いてアクセスをフィルタリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいたアクション
でアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

リクエスト内の特定のフィールドおよび値の存在に基づいて
securityhub:ASFFSyntaxPath/
アクセスをフィルタリングします。
${ASFFSyntaxPath}

文字列

リクエストで指定された AwsAccountId フィールドによって
securityhub:TargetAccount
アクセスをフィルタリングします。

文字列

AWS Security Token Service のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Security Token Service (サービスプレフィックス: sts) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Security Token Service で定義されるアクション (p. 1794)
• AWS Security Token Service で定義されるリソースタイプ (p. 1798)
• AWS Security Token Service の条件キー (p. 1799)

AWS Security Token Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AssumeRole

通常はアクセスできない AWS リ
ソースへのアクセスに使用でき
る一時的なセキュリティ認証情
報のセットを取得する権利を付
与

書き込み

依存アク
ション

role* (p. 1799)
aws:TagKeys (p. 1799)
aws:PrincipalTag/
${TagKey} (p. 1799)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1799)
sts:TransitiveTagKeys (p. 1801)
sts:ExternalId (p. 1801)
sts:RoleSessionName (p. 1801)
iam:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1800)
sts:SourceIdentity (p. 1801)
aws:SourceIdentity (p. 1799)

SAML 認証レスポンスによって
AssumeRoleWithSAML
認証されたユーザーの一時的な
セキュリティ認証情報のセット
を取得する権利を付与

書き込み

role* (p. 1799)
saml:namequalifier (p. 1801)
saml:sub (p. 1801)
saml:sub_type (p. 1801)
saml:aud (p. 1800)
saml:iss (p. 1801)
saml:doc (p. 1800)
saml:cn (p. 1800)
saml:commonName (p. 1800)
saml:eduorghomepageuri (p. 1800)

saml:eduorgidentityauthnpolicyuri (p. 18
saml:eduorglegalname (p. 1800)
saml:eduorgsuperioruri (p. 1800)
saml:eduorgwhitepagesuri (p. 1800)
saml:edupersonaffiliation (p. 1800)
saml:edupersonassurance (p. 1800)
saml:edupersonentitlement (p. 1800)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

saml:edupersonnickname (p. 1800)
saml:edupersonorgdn (p. 1800)
saml:edupersonorgunitdn (p. 1800)

saml:edupersonprimaryaffiliation (p. 180

saml:edupersonprimaryorgunitdn (p. 18

saml:edupersonprincipalname (p. 1800)

saml:edupersonscopedaffiliation (p. 180
saml:edupersontargetedid (p. 1801)
saml:givenName (p. 1801)
saml:mail (p. 1801)
saml:name (p. 1801)
saml:organizationStatus (p. 1801)
saml:primaryGroupSID (p. 1801)
saml:surname (p. 1801)
saml:uid (p. 1801)
saml:x500UniqueIdentifier (p. 1801)
aws:TagKeys (p. 1799)
aws:PrincipalTag/
${TagKey} (p. 1799)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1799)
sts:TransitiveTagKeys (p. 1801)
sts:SourceIdentity (p. 1801)
sts:RoleSessionName (p. 1801)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モバイルもしくはウェブアプリ
AssumeRoleWithWebIdentity
ケーションでウェブ ID プロバイ
ダーを使用して認証されたユー
ザーに一時的なセキュリティ認
証情報のセットを取得する権利
を付与

書き込み

依存アク
ション

role* (p. 1799)
cognitoidentity.amazonaws.com:amr (p. 1799)
cognitoidentity.amazonaws.com:aud (p. 1799)
cognitoidentity.amazonaws.com:sub (p. 1799)
www.amazon.com:app_id (p. 1801)
www.amazon.com:user_id (p. 1801)
graph.facebook.com:app_id (p. 1799)
graph.facebook.com:id (p. 1800)
accounts.google.com:aud (p. 1799)
accounts.google.com:oaud (p. 1799)
accounts.google.com:sub (p. 1799)
aws:TagKeys (p. 1799)
aws:PrincipalTag/
${TagKey} (p. 1799)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1799)
sts:TransitiveTagKeys (p. 1801)
sts:SourceIdentity (p. 1801)
sts:RoleSessionName (p. 1801)

AWS リクエストに応答して返る
DecodeAuthorizationMessage
エンコードされたメッセージか
ら、リクエストの承認ステータ
スに関する追加情報をデコード
する権利を付与

書き込み

リクエストにパラメータとして
GetAccessKeyInfo渡されたアクセスキー ID に関す
る詳細を取得するアクセス許可
を付与

読み取り

API の呼び出しに認証情報が使用 読み取り
GetCallerIdentity される対象の IAM 識別情報の詳
細を取得するアクセス許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

フェデレーティッドユーザーの
GetFederationToken
一時的なセキュリティ認証情報
(アクセスキー ID、シークレッ
トアクセスキーおよびセキュリ
ティトークンで構成される) を取
得する権利を付与

読み取り

依存アク
ション

user (p. 1799)
aws:TagKeys (p. 1799)
aws:PrincipalTag/
${TagKey} (p. 1799)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1799)

AWSルートユーザー、IAM ロー
読み取り
GetServiceBearerToken
ル、もしくは IAM ユーザーの
[アクセス許可
STSベアラートークンを取得する
のみ]
アクセス許可を付与
AWS アカウント または IAM
GetSessionTokenユーザーの一時的なセキュリ
ティ認証情報一式 (アクセスキー
ID、シークレットアクセスキー
およびセキュリティトークンで
構成) を取得する権利を付与

読み取り

STS セッションでソース ID を設
SetSourceIdentity 定する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Write

sts:AWSServiceName (p. 1801)

role (p. 1799)
user (p. 1799)
sts:SourceIdentity (p. 1801)
aws:SourceIdentity (p. 1799)

TagSession
[アクセス許可
のみ]

STS セッションにタグを追加す
る許可を付与

タグ付け

role (p. 1799)
user (p. 1799)
aws:TagKeys (p. 1799)
aws:PrincipalTag/
${TagKey} (p. 1799)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1799)
sts:TransitiveTagKeys (p. 1801)

AWS Security Token Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1794)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

role

arn:${Partition}:iam::${Account}:role/
${RoleNameWithPath}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1799)

user

arn:${Partition}:iam::${Account}:user/
${UserNameWithPath}

AWS Security Token Service の条件キー
AWS Security Token Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義
されます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

Google アプリケーション ID に基づいてアクションをフィル
accounts.google.com:aud
タリングします。

文字列

Google オーディエンスによるアクセスをフィルタリングしま
accounts.google.com:oaud
す。

文字列

クレームの件名 (Google ユーザー ID) に基づいてアクション
accounts.google.com:sub
をフィルタリングします。

文字列

ユーザーの認証に使用された IdP に基づいてアクションを
aws:FederatedProvider
フィルタリングします。

文字列

aws:PrincipalTag/
${TagKey}

リクエストを作成しているプリンシパルに関連付けられたタ
グに基づいてアクションをフィルタリングします。

文字列

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

呼び出し元で設定されたソース ID に基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング
する

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:SourceIdentity
aws:TagKeys

cognitoAmazon Cognito のログイン情報に基づいてアクションを
identity.amazonaws.com:amr
フィルタリングします。

文字列

cognitoAmazon Cognito ID プール ID に基づいてアクションをフィル
identity.amazonaws.com:aud
タリングします。

文字列

cognitoクレームの件名 (Amazon Cognito ユーザー ID) に基づいてア
identity.amazonaws.com:sub
クションをフィルタリングします。

文字列

Facebook アプリケーション ID に基づいてアクションをフィ
graph.facebook.com:app_id
ルタリングします。

文字列
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条件キー

説明

タイプ

Facebook ユーザー ID に基づいてアクションをフィルタリン
graph.facebook.com:id
グします。

文字列

iam:ResourceTag/
${TagKey}

引き受けるロールに取り付けられているタグに基づいてアク
セスをフィルタリングします。

文字列

saml:aud

SAML アサーションの提供先のエンドポイント に基づいてを
アクセスをフィルタリングします。

文字列

saml:cn

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。

ArrayOfString

commonName 属性に基づいてアクセスをフィルタリングし
saml:commonName ます。

文字列

saml:doc

文字列

ロールを引き受けるために使用されたプリンシパルに基づい
てアクセスをフィルタリングします。

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。
saml:eduorghomepageuri

ArrayOfString

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri

ArrayOfString

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。
saml:eduorglegalname

ArrayOfString

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。
saml:eduorgsuperioruri

ArrayOfString

eduOrg 属性に基づいてアクセスをフィルタリングします。
saml:eduorgwhitepagesuri

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonaffiliation
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonassurance
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonentitlement
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonnickname
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonorgdnす。

文字列

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonorgunitdn
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonprimaryaffiliation
す。

文字列

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonprimaryorgunitdn
す。

文字列

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonprincipalname
す。

文字列
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条件キー

説明

タイプ

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersonscopedaffiliation
す。

ArrayOfString

eduPerson 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
saml:edupersontargetedid
す。

ArrayOfString

saml:givenName

givenName 属性に基づいてアクセスをフィルタリングしま
す。

文字列

saml:iss

URN で表される発行者に基づいてアクセスをフィルタリング
します。

文字列

saml:mail

メール属性でアクセスをフィルタリングします。

文字列

saml:name

name 属性でアクセスをフィルタリングします。

文字列

saml:namequalifier

発行者のハッシュ値、アカウント ID、およびフレンドリー名
に基づいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

organizationStatus 属性に基づいてアクセスをフィルタリング
saml:organizationStatus
します。

文字列

primaryGroupSID 属性に基づいてアクセスをフィルタリング
saml:primaryGroupSID
します。

文字列

saml:sub

クレームの件名 (SAML ユーザー ID) に基づいてアクセスを
フィルタリングします。

文字列

saml:sub_type

永続的、一時的、もしくは完全な形式 URI の値に基づいてア
クセスをフィルタリングします。

文字列

saml:surname

surname 属性に基づいてアクションをフィルタリングしま
す。

文字列

saml:uid

uid 属性でアクセスをフィルタリングします。

文字列

uid 属性でアクセスをフィルタリングします。
saml:x500UniqueIdentifier

文字列

ベアラートークンを取得しているサービスによってアクセス
sts:AWSServiceNameをフィルタリングします。

文字列

sts:ExternalId

別のアカウントでロールを引き受けるときに必須の唯一の識
別子に基づいてアクションをフィルタリングします。

文字列

ロールを引き受けるときに必須のロールセッション名に基づ
sts:RoleSessionNameいてアクセスをフィルタリングします。

文字列

sts:SourceIdentity

文字列

リクエストで渡されたソース ID に基づいてアクセスをフィル
タリングします。

リクエストで渡された推移的なタグキーに基づいてアクセス
sts:TransitiveTagKeysをフィルタリングします。

文字列

Login with Amazon アプリケーション ID に基づいてアクセス
www.amazon.com:app_id
をフィルタリングします。

文字列

Login with Amazon ユーザー ID に基づいてアクセスをフィル
www.amazon.com:user_id
タリングします。

文字列
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AWS Server Migration Service のアクション、リソー
ス、および条件キー
AWS Server Migration Service (サービスプレフィックス: sms) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Server Migration Service で定義されるアクション (p. 1802)
• AWS Server Migration Service で定義されるリソースタイプ (p. 1805)
• AWS Server Migration Service の条件キー (p. 1805)

AWS Server Migration Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateApp

オンプレミスのアプリケーショ
ンを AWS に移行するアプリケー
ション設定を作成するアクセス
許可を付与

Write

オンプレミスサーバーを AWS に
CreateReplicationJob
移行するジョブを作成するアク
セス許可を付与

Write

DeleteApp

既存のアプリケーション設定を
削除する許可を付与

Write

既存のアプリケーションの起動
DeleteAppLaunchConfiguration
設定を削除する許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のアプリケーションのレプ
DeleteAppReplicationConfiguration
リケーション設定を削除する許
可を付与

Write

既存のアプリケーションの検証
DeleteAppValidationConfiguration
設定を削除する許可を付与

Write

既存のジョブを削除して、オン
DeleteReplicationJob
プレミスサーバーを AWS に移行
するアクセス許可を付与

Write

AWS に収集されたオンプレミス
DeleteServerCatalog
サーバーの完全なリストを削除
するアクセス許可を付与

Write

関連付けられているコネクタの
DisassociateConnector
関連付けを解除する許可を付与

Write

アプリケーションの
GenerateChangeSet
CloudFormation スタックの
changeSet を生成する許可を付
与

Write

既存のアプリケーションの
GenerateTemplateCloudFormation テンプレートを
生成する許可を付与

Write

GetApp

既存のアプリケーションの設定
とステータスを取得する許可を
付与

Read

既存のアプリケーションの起動
GetAppLaunchConfiguration
設定を取得する許可を付与

Read

既存のアプリケーションのレプ
GetAppReplicationConfiguration
リケーション設定を取得する許
可を付与

Read

既存のアプリケーションの検証
GetAppValidationConfiguration
設定を取得する許可を付与

Read

アプリケーション検証スクリプ
GetAppValidationOutput
トから送信された通知を取得す
る許可を付与

Read

GetConnectors 関連付けられているすべてのコ
ネクタを取得する許可を付与

Read

GetMessages
[アクセス許可
のみ]

Read

AWS Server Migration Service か
ら Server Migration Connector へ
のメッセージを取得するアクセ
ス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のすべてのジョブを取得し
GetReplicationJobs
て、オンプレミスサーバーを
AWS に移行するアクセス許可を
付与

Read

既存のジョブのすべての実行を
GetReplicationRuns
取得する許可を付与

Read

GetServers

Read

インポートされたすべてのサー
バーを取得する許可を付与

AWS Application Discovery
ImportAppCatalogService からアプリケーションカ
タログをインポートするアクセ
ス許可を付与

Write

オンプレミスサーバーの完全な
ImportServerCatalog
リストを収集する許可を付与

Write

LaunchApp

既存のアプリケーションの
CloudFormation スタックを作成
して起動する許可を付与

Write

ListApps

既存のアプリケーションのサマ
リーの一覧を取得する許可を付
与

リスト

アプリケーション検証スクリプ
NotifyAppValidationOutput
トの通知を送信する許可を付与

Write

既存のアプリケーションの起動
PutAppLaunchConfiguration
設定を作成または更新する許可
を付与

Write

既存のアプリケーションのレプ
PutAppReplicationConfiguration
リケーション設定を作成または
更新する許可を付与

Write

既存のアプリケーションの検証
PutAppValidationConfiguration
設定を配置する許可を付与

Write

SendMessage
[アクセス許可
のみ]

Write

Server Migration Connector から
AWS Server Migration Service に
メッセージを送信するアクセス
許可を付与

既存のアプリケーションのレプ
StartAppReplication
リケーションジョブを作成およ
び開始する許可を付与

Write

既存のアプリケーションのレプ
StartOnDemandAppReplication
リケーション実行を開始する許
可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存のレプリケーションジョブ
StartOnDemandReplicationRun
に対するレプリケーションの実
行を開始する許可を付与

Write

既存のアプリケーションのレプ
StopAppReplication
リケーションジョブを停止して
削除する許可を付与

Write

TerminateApp

既存のアプリケーションの
CloudFormation スタックを終了
する許可を付与

Write

UpdateApp

既存のアプリケーション設定を
更新する許可を付与

Write

既存のジョブを更新して、オン
UpdateReplicationJob
プレミスサーバーを AWS に移行
するアクセス許可を付与

依存アク
ション

Write

AWS Server Migration Service で定義されるリソースタイプ
AWS Server Migration サービスでは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN
の指定はサポートされていません。AWS Server Migration サービスへのアクセスを許可するには、ポリ
シーで “Resource”: “*” を指定します。

AWS Server Migration Service の条件キー
ServerMigrationService には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Serverless Application Repository のアクショ
ン、リソース、および条件キー
AWS Serverless Application Repository (サービスプレフィックス: serverlessrepo) では、IAM アクセ
ス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテキ
ストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Serverless Application Repository で定義されるアクション (p. 1806)
• AWS Serverless Application Repository で定義されるリソースタイプ (p. 1807)
• AWS Serverless Application Repository の条件キー (p. 1807)
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AWS Serverless Application Repository で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

同じコールで最初のアプリケー
CreateApplication ションバージョンを作成するた
めに、必要に応じて AWS SAM
ファイルを含めてアプリケー
ションを作成するアクセス許可
を付与

書き込み

アプリケーションのバージョン
CreateApplicationVersion
を作成するアクセス許可を付与

書き込み

applications* (p. 1807)

指定されたアプリケーションの
書き込み
CreateCloudFormationChangeSet
AWS CloudFormation ChangeSet
を作成するアクセス許可を付与

applications* (p. 1807)

AWS CloudFormation テンプレー 書き込み
CreateCloudFormationTemplate
トを作成するアクセス許可を付
与

applications* (p. 1807)

指定されたアプリケーションを
DeleteApplication 削除する許可を付与

書き込み

applications* (p. 1807)

GetApplication

指定されたアプリケーションを
取得するアクセス許可を付与

読み取り

applications* (p. 1807)

指定されたアプリケーションの
GetApplicationPolicy
ポリシーを取得するアクセス許
可を付与

読み取り

applications* (p. 1807)

指定された AWS CloudFormation 読み取り
GetCloudFormationTemplate
テンプレートを取得するアクセ
ス許可を付与

applications* (p. 1807)

包含するアプリケーション内に
ListApplicationDependencies
ネストされているアプリケー

applications* (p. 1807)
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serverlessrepo:applicationType (p. 1808

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ションのリストを取得するアク
セス許可を付与

依存アク
ション

serverlessrepo:applicationType (p. 1808

リクエスタが所有している、指
ListApplicationVersions
定されたアプリケーションの
バージョンを一覧表示するアク
セス許可を付与

リスト

applications* (p. 1807)

リクエスタが所有しているアプ
ListApplications リケーションを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

指定されたアプリケーションの
PutApplicationPolicy
ポリシーを配置するアクセス許
可を付与

書き込み

このユーザー向けに認証された
SearchApplications
すべてのアプリケーションを取
得するアクセス許可を付与

読み取り

指定されたアプリケーションの
UnshareApplication
共有を解除するアクセス許可を
付与

書き込み

applications* (p. 1807)

アプリケーションのメタデータ
UpdateApplicationを更新するアクセス許可を付与

書き込み

applications* (p. 1807)

serverlessrepo:applicationType (p. 1808

applications* (p. 1807)

serverlessrepo:applicationType (p. 1808

AWS Serverless Application Repository で定義されるリソースタ
イプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1806)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
applications

条件キー

arn:${Partition}:serverlessrepo:${Region}:
${Account}:applications/${ResourceId}

AWS Serverless Application Repository の条件キー
AWS Serverless Application Repository では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件
キーが定義されます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り
込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

アプリケーションタイプでアクセスをフィルタリングします
serverlessrepo:applicationType

文字列

AWS Service Catalog のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Service Catalog (サービスプレフィックス: servicecatalog) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Service Catalog で定義されるアクション (p. 1808)
• AWS Service Catalog で定義されるリソースタイプ (p. 1817)
• AWS Service Catalog の条件キー (p. 1818)

AWS Service Catalog で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既に共有しているポートフォリ
AcceptPortfolioShare
オを受け入れるアクセス許可を
付与
AssociateAttributeGroup
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Portfolio* (p. 1818)

書き込み

Application* (p. 1817)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

属性グループをアプリケーショ
ンに関連付けるためのアクセス
権限を付与

依存アク
ション

AttributeGroup* (p. 1818)

予算をリソースに関連付けるア
AssociateBudgetWithResource
クセス許可を付与

書き込み

IAM プリンシパルをポートフォ
AssociatePrincipalWithPortfolio
リオに関連付けるアクセス許
可を付与し、指定されたポート
フォリオに関連付けられたすべ
ての製品へのアクセスを指定さ
れたプリンシパルに付与

書き込み

製品をポートフォリオに関連付
AssociateProductWithPortfolio
けるアクセス許可を付与

書き込み

リソースをアプリケーションに
AssociateResource
関連付けるためのアクセス権限
を付与

書き込み

Application* (p. 1817)

アクションをプロビジョニング
AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
アーティファクトに関連付ける
アクセス許可を付与

書き込み

Product* (p. 1818)

指定された TagOption を指定さ
AssociateTagOptionWithResource
れたポートフォリオまたは製品
に関連付けるアクセス許可を付
与

書き込み

Portfolio (p. 1818)

Portfolio* (p. 1818)

cloudformation:DescribeS

Product (p. 1818)

複数のセルフサービスアクショ
書き込み
BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
ンをプロビジョニングアーティ
ファクトに関連付けるアクセス
許可を付与
セルフサービスアクションの
書き込み
BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
バッチを指定されたプロビジョ
ニングアーティファクトから関
連付けを解除する許可を付与
CopyProduct

指定されたソース製品を、指定
されたターゲット製品または新
しい製品にコピーする許可を付
与

書き込み

アプリケーションを作成する許
CreateApplication 可を付与

書き込み

Application* (p. 1817)

iam:CreateServiceLinkedR

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)

属性グループを作成する許可を
CreateAttributeGroup
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)
関連する製品およびポートフォ
CreateConstraint リオに制約を作成する許可を付
与

書き込み

Product* (p. 1818)

CreatePortfolio ポートフォリオを作成する許可
を付与

書き込み

Portfolio* (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)

所有しているポートフォリオを
CreatePortfolioShare
別の AWS アカウント と共有す
るアクセス許可を付与

Permissions Portfolio* (p. 1818)
management

CreateProduct

書き込み

製品とその製品の最初のプロビ
ジョニングアーティファクトを
作成する許可を付与

Product* (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)

プロビジョニングされた新しい
CreateProvisionedProductPlan
製品プランを追加する許可を付
与

書き込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

既存の製品に新しいプロビジョ
CreateProvisioningArtifact
ニングアーティファクトを追加
する許可を付与

書き込み

セルフサービスアクションを作
CreateServiceAction
成する許可を付与

書き込み

CreateTagOption

Product* (p. 1818)

TagOption を作成する許可を付与 書き込み

アプリケーションからすべての
DeleteApplication 関連付けが削除された場合、ア
プリケーションを削除する許可
を付与

書き込み

Application* (p. 1817)

すべての関連付けが属性グルー
DeleteAttributeGroup
プから削除された場合、属性グ
ループを削除する許可を付与

書き込み

AttributeGroup* (p. 1818)

関連する製品およびポートフォ
DeleteConstraint リオから既存の制約を削除する
許可を付与

書き込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeletePortfolio

すべての関連付けや共有がポー
トフォリオから削除されている
場合は、ポートフォリオを削除
する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

Portfolio* (p. 1818)

以前にポートフォリオを共有し
DeletePortfolioShare
ていた AWS アカウント から、
所有するポートフォリオの共有
を解除するアクセス許可を付与

Permissions Portfolio* (p. 1818)
management

DeleteProduct

すべての関連付けが製品から削
除された場合は、製品を削除す
る許可を付与

書き込み

プロビジョニング済み製品プラ
DeleteProvisionedProductPlan
ンを削除する許可を付与

書き込み

Product* (p. 1818)

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

製品からプロビジョニングアー
DeleteProvisioningArtifact
ティファクトを削除する許可を
付与

書き込み

セルフサービスアクションを削
DeleteServiceAction
除する許可を付与

書き込み

指定された TagOption を削除す
DeleteTagOption る許可を付与。

書き込み

制約を記述する許可を付与
DescribeConstraint

読み込み

指定されたコピー製品オペレー
DescribeCopyProductStatus
ションのステータスを取得する
許可を付与

読み込み

ポートフォリオを記述する許可
DescribePortfolio を付与

読み込み

指定されたポートフォリオ共有
DescribePortfolioShareStatus
オペレーションのステータスを
取得する許可を付与

読み込み

指定されたポートフォリオのた
DescribePortfolioShares
めに作成された各ポートフォリ
オ共有の概要を表示する許可を
付与

リスト

Portfolio* (p. 1818)

製品をエンドユーザーとして記
DescribeProduct 述する許可を付与

読み込み

Product* (p. 1818)

製品を管理者として記述する許
DescribeProductAsAdmin
可を付与

読み込み

Product* (p. 1818)
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Product* (p. 1818)

Portfolio* (p. 1818)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

製品をエンドユーザーとして記
DescribeProductView
述する許可を付与

読み込み

プロビジョニング済み製品を記
DescribeProvisionedProduct
述する許可を付与

読み込み

依存アク
ション

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

プロビジョニング済み製品プラ
DescribeProvisionedProductPlan
ンを記述する許可を付与

読み込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

プロビジョニングアーティファ
DescribeProvisioningArtifact
クトを記述する許可を付与

読み込み

Product* (p. 1818)

指定されたプロビジョニング
DescribeProvisioningParameters
アーティファクトを正常にプロ
ビジョニングするために指定す
る必要があるパラメータを説明
する許可を付与

読み込み

Product* (p. 1818)

レコードを記述するアクセス許
DescribeRecord 可を付与し、出力を一覧表示

読み込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

セルフサービスアクションを記
DescribeServiceAction
述する許可を付与

読み込み

指定されたプロビジョニング済
DescribeServiceActionExecutionParameters
み製品に対して指定されたサー
ビスアクションを実行した場
合、デフォルトのパラメータを
取得する許可を付与

読み込み

指定された TagOption に関する
DescribeTagOption
情報を取得する許可を付与。

読み込み

AWS Organizations 機能による
DisableAWSOrganizationsAccess
ポートフォリオ共有を無効にす
るアクセス許可を付与

書き込み

アプリケーションから属性グ
DisassociateAttributeGroup
ループの関連付けを解除する許
可を付与

書き込み

リソースから予算の関連付けを
DisassociateBudgetFromResource
解除する許可を付与

書き込み

ポートフォリオから IAM プリン
DisassociatePrincipalFromPortfolio
シパルの関連付けを解除する許
可を付与

書き込み
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servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

Application* (p. 1817)
AttributeGroup* (p. 1818)

Portfolio* (p. 1818)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ポートフォリオから製品の関連
DisassociateProductFromPortfolio
付けを解除する許可を付与

書き込み

リソースとアプリケーションと
DisassociateResource
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

Application* (p. 1817)

指定されたプロビジョニング
DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
アーティファクトから、指定さ
れたセルフサービスアクション
の関連付けを解除する許可を付
与

書き込み

Product* (p. 1818)

指定されたリソースから指定さ
DisassociateTagOptionFromResource
れた TagOption の関連付けを解
除する許可を付与

書き込み

Portfolio (p. 1818)

AWS Organizations を使用して
EnableAWSOrganizationsAccess
ポートフォリオ共有機能を有効
にするアクセス許可を付与

書き込み

プロビジョニング済み製品プラ
ExecuteProvisionedProductPlan
ンを実行する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

Product (p. 1818)

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

プロビジョニング済み製品プラ
ExecuteProvisionedProductServiceAction
ンを実行する許可を付与

書き込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

AWS Organization のポートフォ
GetAWSOrganizationsAccessStatus
リオ共有機能のアクセスステー
タスを取得するアクセス許可を
付与

読み込み

GetApplication

アプリケーションを取得する許
可を付与

読み込み

Application* (p. 1817)

アプリケーションに関連付けら
GetAssociatedResource
れたリソースに関する情報を取
得する許可を付与

読み込み

Application* (p. 1817)

属性グループを取得する許可を
GetAttributeGroup付与

読み込み

AttributeGroup* (p. 1818)

プロビジョニングされた製品 ID
GetProvisionedProductOutputs
または名前のいずれかを使用し
て、プロビジョニングされた製
品の出力を取得する許可を付与

読み込み

プロビジョニングされた製品に
ImportAsProvisionedProduct
リソースをインポートする許可
を付与

書き込み
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Product* (p. 1818)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既に共有されており、お客様が
ListAcceptedPortfolioShares
承認したポートフォリオを一覧
表示する許可を付与

リスト

アプリケーションを一覧表示す
ListApplications る許可を付与

リスト

アプリケーションに関連付けら
ListAssociatedAttributeGroups
れた属性グループを一覧表示す
る許可を付与

リスト

Application* (p. 1817)

アプリケーションに関連付けら
ListAssociatedResources
れたリソースを一覧表示する許
可を付与

リスト

Application* (p. 1817)

属性グループを一覧表示する許
ListAttributeGroups
可を付与

リスト

特定アプリケーションに関連付
ListAttributeGroupsForApplication
けられた属性グループを一覧表
示する許可を付与

リスト

リソースに関連付けられている
ListBudgetsForResource
すべての予算を一覧表示する許
可を付与

リスト

特定のポートフォリオに関連付
ListConstraintsForPortfolio
けられた制約を一覧表示する許
可を付与

リスト

特定の製品をエンドユーザーと
ListLaunchPaths して起動するさまざまな方法を
一覧表示する許可を付与

リスト

指定されたポートフォリオにア
ListOrganizationPortfolioAccess
クセスできる組織のノードを一
覧表示する許可を付与

リスト

特定のポートフォリオを共有し
ListPortfolioAccess
ている AWS アカウントを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

ListPortfolios

アカウント内のポートフォリオ
を一覧表示する許可を付与

リスト

特定の製品に関連付けられた
ListPortfoliosForProduct
ポートフォリオを一覧表示する
許可を付与

リスト

Product* (p. 1818)

特定のポートフォリオに関連付
ListPrincipalsForPortfolio
けられている IAM プリンシパル
を一覧表示する許可を付与

リスト

Portfolio* (p. 1818)
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Application* (p. 1817)

Product* (p. 1818)

Portfolio* (p. 1818)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

プロビジョニング済み製品プラ
ListProvisionedProductPlans
ンを一覧表示する許可を付与

リスト

依存アク
ション

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

特定の製品に関連付けられたプ
ListProvisioningArtifacts
ロビジョニングアーティファク
トを一覧表示する許可を付与

リスト

指定されたセルフサービスアク
ListProvisioningArtifactsForServiceAction
ションのすべてのプロビジョニ
ングアーティファクトを一覧表
示する許可を付与

リスト

アカウントのすべてのレコー
ListRecordHistory ド、またはプロビジョニングさ
れた特定の製品に関連するすべ
てのレコードを一覧表示する許
可を付与

リスト

指定された TagOption に関連付
ListResourcesForTagOption
けられたリソースを一覧表示す
る許可を付与

リスト

すべてのセルフサービスアク
ListServiceActionsションを一覧表示する許可を付
与

リスト

アカウント内の指定されたプロ
ListServiceActionsForProvisioningArtifact
ビジョニングアーティファクト
に関連付けられているすべての
サービスアクションを一覧表示
する許可を付与

リスト

Product* (p. 1818)

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

Product* (p. 1818)
servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

CFN_STACKSET タイプのプロ
ListStackInstancesForProvisionedProduct
ビジョニング済み製品に関連付
けられている各スタックインス
タンスのアカウント、リージョ
ン、およびステータスを一覧表
示する許可を付与

リスト

ListTagOptions 指定された TagOptions またはす
べての TagOptions を一覧表示す
る許可を付与

リスト

サービスカタログ appregistry リ
ListTagsForResource
ソースのタグを一覧表示する許
可を付与

読み込み

指定されたプロビジョニング
ProvisionProduct アーティファクトと起動パラ
メータを使用して製品をプロビ
ジョニングする許可を付与

書き込み
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servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

Application (p. 1817)
AttributeGroup (p. 1818)
Product* (p. 1818)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

以前に承諾した、既に共有して
RejectPortfolioShare
いるポートフォリオを拒否する
許可を付与

書き込み

アカウント内のすべてのプロビ
ScanProvisionedProducts
ジョニング済み製品を一覧表示
する許可を付与

リスト

依存アク
ション

Portfolio* (p. 1818)

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

エンドユーザーとして利用可能
SearchProducts な製品を一覧表示する許可を付
与

リスト

アカウント内のすべての製品、
SearchProductsAsAdmin
または特定のポートフォリオに
関連付けられているすべての製
品を一覧表示する許可を付与

リスト

アカウント内のすべてのプロビ
SearchProvisionedProducts
ジョニング済み製品を一覧表示
する許可を付与

リスト

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

SyncResource

AppRegistry の現在の状態とリ
ソースを同期する許可を付与

書き込み

TagResource

サービスカタログ AppRegistry
リソースをタグ付けする許可を
付与

タグ付け

cloudformation:UpdateSta
Application (p. 1817)
AttributeGroup (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)

既存のプロビジョニング済み製
TerminateProvisionedProduct
品を終了する許可を付与

書き込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

サービスカタログ appregistry リ
UntagResource ソースからタグを削除する許可
を付与

タグ付け

Application (p. 1817)
AttributeGroup (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)

既存のアプリケーションの属性
UpdateApplicationを更新する許可を付与

書き込み

Application* (p. 1817)

既存の属性グループの属性を更
UpdateAttributeGroup
新する許可を付与

書き込み

AttributeGroup* (p. 1818)
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iam:CreateServiceLinkedR

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Service Catalog

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

既存の制約のメタデータフィー
UpdateConstraint ルドを更新する許可を付与

書き込み

既存のポートフォリオのメタ
データフィールドまたはタグを
更新する許可を付与

書き込み

UpdatePortfolio

依存アク
ション

Portfolio* (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)

既存のポートフォリオ共有のた
UpdatePortfolioShare
めにリソース共有を有効または
無効にする許可を付与

Permissions Portfolio* (p. 1818)
management

UpdateProduct 既存の製品のメタデータフィー
ルドまたはタグを更新する許可
を付与。

書き込み

Product* (p. 1818)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1818)
aws:TagKeys (p. 1818)

既存のプロビジョニング済み製
UpdateProvisionedProduct
品を更新する許可を付与

書き込み

servicecatalog:accountLevel (p. 1818)
servicecatalog:roleLevel (p. 1818)
servicecatalog:userLevel (p. 1818)

既存のプロビジョニング済み製
UpdateProvisionedProductProperties
品のプロパティを更新する許可
を付与。

書き込み

既存のプロビジョニングアー
UpdateProvisioningArtifact
ティファクトのメタデータ
フィールドを更新する許可を付
与

書き込み

セルフサービスアクションを更
UpdateServiceAction
新する許可を付与

書き込み

指定された TagOption を更新す
UpdateTagOption る許可を付与

書き込み

Product* (p. 1818)

AWS Service Catalog で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1808)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

Application

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1818)

arn:${Partition}:servicecatalog:${Region}:
${Account}:/applications/${ApplicationId}
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AWS Service Catalog

リソースタイプ ARN

条件キー

AttributeGroup

arn:${Partition}:servicecatalog:
${Region}:${Account}:/attribute-groups/
${AttributeGroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1818)

Portfolio

arn:${Partition}:catalog:${Region}:
${Account}:portfolio/${PortfolioId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1818)

Product

arn:${Partition}:catalog:${Region}:
${Account}:product/${ProductId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1818)

AWS Service Catalog の条件キー
AWS Service Catalog では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。

Note
IAM ポリシーでのこれらの条件キーの使用方法を示すポリシーの例については、AWS Service
Catalog 管理者ガイドの「プロビジョニング済み製品を管理するためのアクセスポリシーの例」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

アカウントで誰かが作成したリソースに対してアクションを
servicecatalog:accountLevel
表示し、実行することでアクセスをフィルタリング

文字列

彼ら、または彼らと同じロールに連携するユーザーによって
servicecatalog:roleLevel
作成されたリソースに対して、アクションを表示し、実行す
ることでアクセスをフィルタリング

文字列

ユーザーが作成したリソースに対してのみ、アクションを表
servicecatalog:userLevel
示し実行することでアクセスをフィルタリング

文字列
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AWS のサービスが提供するマネージドプライベート
ネットワークのアクション、リソース、および条件
キー
AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワーク (サービスプレフィックス: privatenetworks) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、次のサービス固有のリソースやアク
ション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワークで定義されるアクション (p. 1819)
• AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワークで定義されるリソースタイ
プ (p. 1821)
• AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワークの条件キー (p. 1821)

AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワー
クで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オーダーが受領されたことを承
AcknowledgeOrderReceipt
認するアクセス許可を付与

書き込み

order* (p. 1821)

デバイス識別子をアクティブ化
ActivateDeviceIdentifier
するアクセス許可を付与

書き込み

deviceidentifier* (p. 1821)

ネットワークサイトをアクティ
ActivateNetworkSite
ブ化するアクセス許可を付与

書き込み

networksite* (p. 1821)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)
order* (p. 1821)

アクセスポイントを設定するア
ConfigureAccessPoint
クセス許可を付与

書き込み

networkresource* (p. 1821)

CreateNetwork ネットワークを作成するアクセ
ス許可を付与

書き込み

network* (p. 1821)

ネットワークサイトを作成する
CreateNetworkSiteアクセス許可を付与

書き込み

network* (p. 1821)

デバイス識別子を非アクティブ
DeactivateDeviceIdentifier
化するアクセス許可を付与

書き込み

deviceidentifier* (p. 1821)

DeleteNetwork

ネットワークを削除するアクセ
ス許可を付与

書き込み

network* (p. 1821)

ネットワークサイトを削除する
DeleteNetworkSiteアクセス許可を付与

書き込み

networksite* (p. 1821)

デバイス識別子を取得するアク
GetDeviceIdentifier
セス許可を付与

読み取り

deviceidentifier* (p. 1821)

GetNetwork

ネットワークを取得するアクセ
ス許可を付与

読み取り

network* (p. 1821)

ネットワークリソースを取得す
GetNetworkResource
るアクセス許可を付与

読み取り

networkresource* (p. 1821)

ネットワークサイトを取得する
GetNetworkSite アクセス許可を付与

読み取り

networksite* (p. 1821)

GetOrder

読み取り

order* (p. 1821)

デバイス識別子を一覧表示する
ListDeviceIdentifiers
アクセス許可を付与

リスト

network* (p. 1821)

ネットワークリソースを一覧表
ListNetworkResources
示するアクセス許可を付与

リスト

network* (p. 1821)

ネットワークサイトを一覧表示
ListNetworkSites するアクセス許可を付与

リスト

network* (p. 1821)

ListNetworks

ネットワークを一覧表示するア
クセス許可を付与

リスト

ListOrders

ネットワークオーダーを一覧表
示するアクセス許可を付与

リスト

network* (p. 1821)

ネットワークサイトを更新する
UpdateNetworkSite
アクセス許可を付与

書き込み

networksite* (p. 1821)

ネットワークサイトでプランを
UpdateNetworkSitePlan
更新するアクセス許可を付与

書き込み

networksite* (p. 1821)

ネットワークオーダーを取得す
るアクセス許可を付与
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AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワー
クで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1819)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

network

arn:${Partition}:private-networks:${Region}:
${Account}:network/${NetworkName}

network-site

arn:${Partition}:private-networks:${Region}:
${Account}:network-site/${NetworkName}/
${NetworkSiteName}

networkresource

arn:${Partition}:private-networks:${Region}:
${Account}:network-resource/${NetworkName}/
${ResourceId}

order

arn:${Partition}:private-networks:${Region}:
${Account}:order/${NetworkName}/${OrderId}

deviceidentifier

arn:${Partition}:private-networks:${Region}:
${Account}:device-identifier/${NetworkName}/
${DeviceId}

AWS のサービスが提供するマネージドプライベートネットワー
クの条件キー
Private 5G には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Service Quotas のアクション、リソース、および条件
キー
Service Quotas (サービスプレフィックス: servicequotas) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Service Quotas で定義されているアクション (p. 1822)
• Service Quotas で定義されているリソースタイプ (p. 1823)
• Service Quotas の条件キー (p. 1824)
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Service Quotas で定義されているアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Service Quotas テンプレートを
AssociateServiceQuotaTemplate
ユーザーの組織と関連付けるア
クセス許可を付与します

書き込み

サービスクォータテンプレート
書き込み
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
から指定されたサービスクォー
タを削除する許可を付与
ユーザーの組織から Service
DisassociateServiceQuotaTemplate
Quotas テンプレートとの関連付
けを削除する許可を付与

書き込み

AWS デフォルト値を含め、指定
GetAWSDefaultServiceQuota
されたサービスクォータの詳細
を返すアクセス許可を付与しま
す

読み込み

Service Quotas テンプレー
読み込み
GetAssociationForServiceQuotaTemplate
トが組織に関連付けられ
ているかどうかが判断でき
る、ServiceQuotaTemplateAssociationStatus
値を取得する許可を付与。
特定のサービスクォータ引き上
GetRequestedServiceQuotaChange
げリクエストの詳細を取得する
許可を付与

読み込み

適用された値を含め、指定され
GetServiceQuota たサービスクォータの詳細を取
得する許可を付与

読み込み

サービスクォータテンプレート
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
からクォータ引き上げリクエス
トの詳細を取得する許可を付与

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された AWS のサービスのデ
ListAWSDefaultServiceQuotas
フォルトのサービスクォータを
すべて一覧表示するアクセス許
可を付与します

読み込み

サービスのクォータに対する変
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
更のリストをリクエストする許
可を付与

読み込み

依存アク
ション

特定のサービスクォータに対す
読み込み
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota
る変更のリストをリクエストす
る許可を付与
サービスクォータテンプレート
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate
からクォータ引き上げリクエス
トのリストを返すアクセス許可
を付与します

読み込み

指定された AWS のサービスの、
ListServiceQuotasそのアカウント、そのリージョ
ンでのサービスクォータをすべ
て一覧表示するアクセス許可を
付与します

読み込み

ListServices

Service Quotas で利用可能な
AWS のサービスを一覧表示する
アクセス許可を付与します

読み込み

SQ リソース上の既存のタグを表
ListTagsForResource
示する許可を付与

読み込み

クォータを定義してサービス
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
クォータテンプレートに追加す
る許可を付与

書き込み

サービスクォータの引き上げの
RequestServiceQuotaIncrease
リクエストを送信する許可を付
与

書き込み

TagResource

タグ付け

タグセットを既存の SQ リソー
スに関連付けるアクセス許可を
付与します

SQ リソースからタグセットを削
UntagResource 除する権限を付与します。削除
されるタグは、カスタマー提供
のタグキーのセットと一致しま
す

quota (p. 1824)
servicequotas:service (p. 1824)
quota (p. 1824)
servicequotas:service (p. 1824)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1824)
aws:TagKeys (p. 1824)

タグ付け

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1824)
aws:TagKeys (p. 1824)

Service Quotas で定義されているリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1822)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
quota

条件キー

arn:${Partition}:servicequotas:${Region}:
${Account}:${ServiceCode}/${QuotaCode}

Service Quotas の条件キー
Service Quotas では、Condition ポリシーの IAM 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これ
らのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下
の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

指定されたユーザー AWS でアクセスをフィルタリングしま
servicequotas:serviceす。

文字列

Amazon SES のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon SES (サービスプレフィックス: ses) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SES で定義されるアクション (p. 1825)
• Amazon SES で定義されるリソースタイプ (p. 1831)
• Amazon SES の条件キー (p. 1832)
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Amazon SES で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

既存のルールを複製して、受信
CloneReceiptRuleSet
ルールセットを作成する許可を
付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

新しい設定セットを作成する許
CreateConfigurationSet
可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1832)

設定セットイベントの宛先を作
CreateConfigurationSetEventDestination
成する許可を付与

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

設定セットとオープン状態用カ
CreateConfigurationSetTrackingOptions
スタムドメイン間の関連付けを
作成し、イベント追跡をクリッ
クする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

新しいカスタム検証 E メールテ
CreateCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを作成する許可を付
与

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

新しい IP アドレスのフィルター
CreateReceiptFilter
を作成する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

受信ルールを作成する許可を付
CreateReceiptRule
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

空の受信ルールセットを作成す
CreateReceiptRuleSet
る許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

E メールテンプレートを作成する Write
CreateTemplate 許可を付与。

ses:ApiVersion (p. 1832)

既存の設定セットを削除する許
DeleteConfigurationSet
可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1832)

イベントの送信先を削除するア
DeleteConfigurationSetEventDestination
クセス権限を付与します

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

設定セットとオープン状態用カ
DeleteConfigurationSetTrackingOptions
スタムドメイン間の関連付けを
削除し、イベント追跡をクリッ
クする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

既存のカスタム検証 E メールテ
DeleteCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを削除する許可を付
与

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

DeleteIdentity

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された ID (E メールアドレス
DeleteIdentityPolicy
またはドメイン) に対して、指定
された送信承認ポリシーを削除
する許可を付与

Permissions
management

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定した IP アドレスのフィル
DeleteReceiptFilter
ターを削除する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定した受信ルールを削除する
DeleteReceiptRule許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定した受信ルールセットとそ
DeleteReceiptRuleSet
のセットに含まれるすべての
受信ルールを削除する許可を付
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

E メールテンプレートを削除する Write
DeleteTemplate 許可を付与

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された E メールアドレスを
DeleteVerifiedEmailAddress
検証済みアドレスの一覧から削
除する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

現在有効な受信ルールセットの
DescribeActiveReceiptRuleSet
メタデータと受信ルールを返す
アクセス許可を付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された構成セットの詳細を
DescribeConfigurationSet
返すアクセス許可を付与しま
す。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された受信ルールの詳細を
DescribeReceiptRule
返すアクセス許可を付与しま
す。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された受信ルールセットの
DescribeReceiptRuleSet
詳細を返すアクセス許可を付与
します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントの E メール送信ス
GetAccountSendingEnabled
テータスを返すアクセス許可を
付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定した ID を削除する許可を付
与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定したテンプレート名のカス
GetCustomVerificationEmailTemplate
タム E メール検証テンプレート
を返すアクセス許可を付与しま
す

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

エンティティの Easy DKIM 署名
GetIdentityDkimAttributes
の現在のステータスを返すアク
セス許可を付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

ID (E メールアドレスおよび/また
GetIdentityMailFromDomainAttributes
はドメイン) のリストのカスタム
MAIL FROM 属性を返すアクセス
許可を付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

検証済み ID (E メールアドレスや
GetIdentityNotificationAttributes
ドメイン) のリストが与えられる
と、ID 通知属性を記述する構造
を返すアクセス許可を付与しま
す。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された ID (E メールアドレス
GetIdentityPoliciesまたはドメイン) に対して要求さ
れた送信承認ポリシーを返すア
クセス許可を付与します

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

検証ステータスと (ドメイン ID
Read
GetIdentityVerificationAttributes
の場合) ID リストの検証トークン
を返すアクセス許可を付与しま
す。

ses:ApiVersion (p. 1832)

GetSendQuota ユーザーの現在の送信制限を返
すアクセス許可を付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

ユーザーの送信統計を返すアク
GetSendStatisticsセス許可を付与します。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

GetTemplate

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントのすべての設定セッ
ListConfigurationSets
トを一覧表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントの既存のカスタム検
ListCustomVerificationEmailTemplates
証 E メールテンプレートをすべ
て一覧表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1832)

ListIdentities

リスト

ses:ApiVersion (p. 1832)

リスト

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定したテンプレートのテ
ンプレートオブジェクト (件
名、HTML 部分、およびテキス
ト部分など) を返すアクセス許可
を付与します。

アカウントの E メール ID を一覧
表示する許可を付与

アカウントのすべての E メール
ListIdentityPoliciesテンプレートを一覧表示する許
可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

アカウントに関連付けられてい
ListReceiptFilters る IP アドレスのフィルターを一
覧表示する許可を付与。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントに存在する受信ルー
ListReceiptRuleSets
ルセットを一覧表示する許可を
付与。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

ListTemplates

リスト

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントで検証済みのすべて
ListVerifiedEmailAddresses
の E メールアドレスを一覧表示
する許可を付与。

Read

ses:ApiVersion (p. 1832)

構成セットの配信オプションを
PutConfigurationSetDeliveryOptions
追加または更新する許可を付
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された ID (E メールアドレス
PutIdentityPolicy またはドメイン) に対して、送信
承認ポリシーを追加または更新
する許可を付与。

Permissions
management

ses:ApiVersion (p. 1832)

受信ルールセット内の受信ルー
ReorderReceiptRuleSet
ルの順序を変更する許可を付
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

SendBounce

アカウントに存在する E メール
テンプレートを一覧表示する許
可を付与。

Amazon SES を通じて受信した
Write
E メールの送信者にバウンスメッ
セージを生成し、送信する許可
を付与。

複数の送信先に E メールメッ
SendBulkTemplatedEmail
セージを作成する許可を付与

Write

identity* (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
identity* (p. 1831)
template* (p. 1832)
configurationset (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FeedbackAddress (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
ses:FromDisplayName (p. 1832)
ses:Recipients (p. 1832)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ID の一覧に E メールアドレスを
SendCustomVerificationEmail
追加して、アカウントの検証を
試みるアクセス許可を付与しま
す。

Write

依存アク
ション

identity* (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FeedbackAddress (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
ses:FromDisplayName (p. 1832)
ses:Recipients (p. 1832)

SendEmail

E メールメッセージを送信する許 Write
可を付与

identity* (p. 1831)
configurationset (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FeedbackAddress (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
ses:FromDisplayName (p. 1832)
ses:Recipients (p. 1832)

SendRawEmail

クライアントによって指定され
たヘッダーとコンテンツで、E
メールメッセージを送信する許
可を付与。

Write

identity* (p. 1831)
configurationset (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FeedbackAddress (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
ses:FromDisplayName (p. 1832)
ses:Recipients (p. 1832)

E メールテンプレートを使用して Write
SendTemplatedEmail
E メールメッセージを作成する許
可を付与。

identity* (p. 1831)
template* (p. 1832)
configurationset (p. 1831)
ses:ApiVersion (p. 1832)
ses:FeedbackAddress (p. 1832)
ses:FromAddress (p. 1832)
ses:FromDisplayName (p. 1832)
ses:Recipients (p. 1832)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された受信ルールセットを
SetActiveReceiptRuleSet
アクティブな受信ルールセット
として設定する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

ID から送信された E メールの
SetIdentityDkimEnabled
Easy DKIM 署名を有効または無
効にする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

Amazon SES が ID (E メールア
SetIdentityFeedbackForwardingEnabled
ドレスまたはドメイン) のバウン
ス通知と苦情通知を転送するか
どうかを有効または無効にする
許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された ID (E メールアドレ
SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled
スまたはドメイン) を指定する
と、Amazon SES に、Amazon
Simple Notification Service
(Amazon SNS) の元の E メール
ヘッダーが指定されたタイプの
通知を含むかどうかを設定する
許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

検証された ID のカスタム MAIL
SetIdentityMailFromDomain
FROM ドメイン設定を有効また
は無効にする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

確認された ID の通知を配信する
SetIdentityNotificationTopic
ときに使用する Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) トピックを設定する許可を
付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

受信ルールセット内の指定され
SetReceiptRulePosition
た受信ルールの位置を設定する
許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

テンプレートと一連の置換デー
Write
TestRenderTemplate
タが提供されている場合、E メー
ル の MIME コンテンツのプレ
ビューを作成する許可を付与

ses:ApiVersion (p. 1832)

アカウントの E メール送信を
UpdateAccountSendingEnabled
有効または無効にする許可を付
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

構成セットのイベント送信先を
UpdateConfigurationSetEventDestination
更新する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

指定された構成セットを使用し
UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled
て送信された E メールの評価メ
トリックの公開を有効または無
効にする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定された構成セットを使用
UpdateConfigurationSetSendingEnabled
して送信されたメッセージの E
メール送信を有効または無効に
する許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

設定セットとオープン状態用カ
UpdateConfigurationSetTrackingOptions
スタムドメイン間の関連付けを
変更し、イベント追跡をクリッ
クする許可を付与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

既存のカスタム検証 E メールテ
UpdateCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを更新する許可を付
与

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

受信ルールを更新する許可を付
UpdateReceiptRule
与。

Write

ses:ApiVersion (p. 1832)

E メールテンプレートを更新する Write
UpdateTemplate 許可を付与

ses:ApiVersion (p. 1832)

ドメインに対して一連の DKIM
VerifyDomainDkimトークンを返すアクセス許可を
付与します。

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1832)

ドメインを確認するためのアク
VerifyDomainIdentity
セス許可を付与します。

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1832)

E メールアドレスを検証する許可 書き込み
VerifyEmailAddress
を付与。

ses:ApiVersion (p. 1832)

E メール ID を検証する許可を付
VerifyEmailIdentity与。

ses:ApiVersion (p. 1832)

書き込み

Amazon SES で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1825)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

configurationset

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:configuration-set/
${ConfigurationSetName}

customverificationemail-template

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:custom-verification-emailtemplate/${TemplateName}

identity

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:identity/${IdentityName}
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リソースタイプ ARN
template

条件キー

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:template/${TemplateName}

Amazon SES の条件キー
Amazon SES では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

ses:ApiVersion

SES API バージョンに基づいてアクションをフィルタリング

文字列

E メールフィードバック転送によって送信されたバウンスお
ses:FeedbackAddressよび苦情の場所を指定する「リターンパス」アドレスに基づ
くアクションをフィルタリングします

文字列

ses:FromAddress

メッセージの「From」アドレスに基づいてアクションをフィ
ルタリングします

文字列

メッセージの表示名として使用される「From」アドレスに基
ses:FromDisplayName
づいてアクションをフィルタリングします

文字列

ses:Recipients

ArrayOfString

「To」、「CC」、「BCC」アドレスを含むメッセージの受
取人アドレスに基づくアクションをフィルタリングします

Amazon Session Manager Message Gateway Service
のアクション、リソース、および条件キー
Amazon Session Manager Message Gateway Service (サービスプレフィックス: ssmmessages) で
は、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件
コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Session Manager Message Gateway Service で定義されるアクション (p. 1833)
• Amazon Session Manager Message Gateway Service で定義されるリソースタイプ (p. 1833)
• Amazon Session Manager Message Gateway Service の条件キー (p. 1834)
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Amazon Session Manager Message Gateway Service で定義され
るアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インスタンスが Systems
CreateControlChannel
Manager サービスにコントロー
ルメッセージを送信するための
コントロールチャネルを登録す
るアクセス権限を付与します

Write

インスタンスが Systems
CreateDataChannel
Manager サービスにデータメッ
セージを送信するためのデータ
チャネルを登録するアクセス権
限を付与します

Write

インスタンスから Systems
OpenControlChannel
Manager サービスへの登録済み
コントロールチャネルストリー
ムの WebSocket 接続を開くアク
セス権限を付与します

Write

インスタンスから Systems
OpenDataChannelManager サービスへの登録済
みデータチャネルストリームの
WebSocket 接続を開くアクセス
権限を付与します

Write

依存アク
ション

ssm:SourceInstanceARN (p. 1834)

Amazon Session Manager Message Gateway Service で定義され
るリソースタイプ
Amazon Session Manager Message Gateway Service では、IAM ポリシーステートメントの Resource
要素でのリソース ARN の指定はサポートされていません。Amazon Session Manager Message Gateway
Service へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。
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Amazon Session Manager Message Gateway Service の条件キー
Amazon Session Manager Message Gateway Service では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用でき
る次の条件キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさ
らに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してくださ
い。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

リクエストの送信元である AWS Systems Manager のマネー
ssm:SourceInstanceARN
ジドインスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) を検証す
ることによってアクセスをフィルタリングします。EC2 イン
スタンスプロファイルに関連付けられた IAM ロールで認証さ
れたマネージドインスタンスからリクエストが送信された場
合、このキーは存在しません。

文字列

AWS Shield のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Shield (サービスプレフィックス: shield) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以下の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Shield で定義されるアクション (p. 1834)
• AWS Shield で定義されるリソースタイプ (p. 1838)
• AWS Shield の条件キー (p. 1838)

AWS Shield で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

DDoS レスポンスチームが、
AssociateDRTLogBucket
フローログを含む指定された
Amazon S3 バケットにアクセ
スすることを承認する許可を付
与。

Write

s3:GetBucketPolicy

指定されたロールを使用してい
AssociateDRTRole
る DDoS レスポンスチームに
AWS アカウント にアクセスして
潜在的な攻撃中に DDoS 攻撃の
軽減を支援することを承認する
許可を付与する

Write

リソースの Shield アドバンスト
AssociateHealthCheck
保護にヘルスベースの検出を追
加する許可を付与。

Write

プロアクティブな関与を初期
AssociateProactiveEngagementDetails
化し、DDoS レスポンスチーム
(DRT) が使用する連絡先の一覧
を設定する許可を付与。

Write

s3:PutBucketPolicy

iam:GetRole

iam:ListAttachedRolePolic
iam:PassRole
protection* (p. 1838)

route53:GetHealthCheck

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

指定されたリソース ARN の
Write
CreateProtection DDoS 保護サービスをアクティブ
化する許可を付与。

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1838)

保護されたリソースのグループ
CreateProtectionGroup
を作成するアクセス許可を付与
して、それらを集合として処理
できるようにします。

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1838)

サブスクリプションをアクティ
CreateSubscription
ブ化するためのアクセス許可を
付与します。

Write

既存の保護を削除する許可を付
DeleteProtection 与。

Write

指定された保護グループを削除
DeleteProtectionGroup
する許可を付与。

Write

aws:TagKeys (p. 1839)

aws:TagKeys (p. 1839)

protection* (p. 1838)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)
protectiongroup* (p. 1838)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

サブスクリプションを無効にす
DeleteSubscriptionる許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeAttack 攻撃の詳細を取得する許可を付
与。

Read

AWS Shield が昨年検出した攻撃
DescribeAttackStatistics
の数と種類に関する情報を記述
する許可を付与する

Read

攻撃の軽減を支援しているとき
DescribeDRTAccess
に AWS アカウント にアクセス
するために DDoS レスポンス
チームが使用する Amazon S3 ロ
グバケットの現在のロールとリ
ストを説明する許可を付与する

Read

依存アク
ション

attack* (p. 1838)

疑わしい攻撃中に ユーザーに連
Read
DescribeEmergencyContactSettings
絡するために DRT が使用できる
E メールアドレスをリストする許
可を付与。
保護の詳細を取得する許可を付
DescribeProtection
与。

Read

指定された保護グループの仕様
DescribeProtectionGroup
を説明する許可を付与。

Read

protection* (p. 1838)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)
protectiongroup* (p. 1838)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

開始時刻など、サブスクリプ
DescribeSubscription
ションの詳細を取得するための
アクセス許可を付与します。

読み取り

リソースの Shield Advanced 保
DisableApplicationLayerAutomaticResponse
護のアプリケーションレイヤー
自動応答を無効にする許可を付
与

書き込み

DDoS レスポンスチーム (DRT)
DisableProactiveEngagement
から承認を削除するアクセス許
可を付与し、エスカレーション
について連絡先に通知します。

Write

ユーザーのフローログを含む指
DisassociateDRTLogBucket
定された Amazon S3 バケットへ
の DDoS レスポンスチームのア
クセスを削除する許可を付与。

Write

DDoS レスポンスチームの AWS
DisassociateDRTRole
アカウント へのアクセスを削除
する許可を付与する

Write

s3:GetBucketPolicy
s3:PutBucketPolicy

書き込み

DisassociateHealthCheck
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s3:DeleteBucketPolicy

protection* (p. 1838)
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AWS Shield

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースの Shield アドバンスト
保護からヘルスベースの検出を
削除する許可を付与

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

リソースの Shield Advanced 保
EnableApplicationLayerAutomaticResponse
護のアプリケーションレイヤー
自動応答を有効にする許可を付
与

書き込み

DDoS レスポンスチーム (DRT)
EnableProactiveEngagement
に E メールと電話を使用して、
エスカレーションについて連絡
先への通知を許可する許可を付
与。

Write

サブスクリプションの状態を取
GetSubscriptionState
得するためのアクセス許可を付
与します。

Read

ListAttacks

既存のすべての攻撃を一覧表示
する許可を付与。

リスト

アカウントの保護グループを取
ListProtectionGroups
得する許可を付与。

リスト

ListProtections

既存の保護をすべて一覧表示す
る許可を付与。

リスト

保護グループに含まれるリソー
ListResourcesInProtectionGroup
スを取得するためのアクセス許
可を付与します。

リスト

protectiongroup* (p. 1838)

AWS Shield で指定された
ListTagsForResource
Amazon リソースネーム (ARN)
の AWS タグに関する情報を取得
する許可を付与する

Read

protection (p. 1838)

TagResource

タグ付け

AWS Shield でリソースのタグを
追加または更新する許可を付与
する

依存アク
ション

cloudfront:GetDistribution

iam:CreateServiceLinkedR
iam:GetRole

protectiongroup (p. 1838)
protection (p. 1838)
protectiongroup (p. 1838)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1838)
aws:TagKeys (p. 1839)

AWS Shield のリソースからタグ
UntagResource を削除する許可を付与する

タグ付け

protection (p. 1838)
protectiongroup (p. 1838)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1838)
aws:TagKeys (p. 1839)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースの Shield Advanced 保
UpdateApplicationLayerAutomaticResponse
護のアプリケーションレイヤー
自動応答を更新する許可を付与

依存アク
ション

書き込み

疑わしい攻撃中に ユーザーに連
Write
UpdateEmergencyContactSettings
絡するために DRT が使用できる
E メールアドレスのリストの詳細
を更新する許可を付与。
既存の保護グループを更新する
UpdateProtectionGroup
許可を付与。

Write

protectiongroup* (p. 1838)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

既存のサブスクリプションの詳
UpdateSubscription
細を更新する許可を付与。

Write

AWS Shield で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1834)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

attack

arn:${Partition}:shield::${Account}:attack/
${Id}

protection

arn:${Partition}:shield::
${Account}:protection/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

protectiongroup

arn:${Partition}:shield::
${Account}:protection-group/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1839)

AWS Shield の条件キー
AWS Shield では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

AWS Signer のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Signer (サービスプレフィックス: signer) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以下の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Signer で定義されるアクション (p. 1839)
• AWS Signer によって定義されるリソースタイプ (p. 1841)
• AWS Signer の条件キー (p. 1841)

AWS Signer で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

署名プロファイルにクロスアカ
AddProfilePermission
ウント権限を追加する許可を付
与
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Permissions signingmanagement profile* (p. 1841)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Signer

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

signer:ProfileVersion (p. 1842)
署名プロファイルの状態を [キャ
CancelSigningProfile
ンセル] に変更する許可を付与

Write

signingprofile* (p. 1841)
signer:ProfileVersion (p. 1842)

特定の署名ジョブについての情
DescribeSigningJob
報を返すアクセス許可を付与し
ます

Read

特定の署名プラットフォームに
GetSigningPlatform
ついての情報を返すアクセス許
可を付与します

Read

特定の署名プロファイルについ
GetSigningProfile ての情報を返すアクセス許可を
付与します

Read

署名プロファイルに関連付けら
ListProfilePermissions
れたクロスアカウントの権限を
一覧表示する許可を付与

Read

アカウント内のすべての署名
ListSigningJobs ジョブを一覧表示する許可を付
与

リスト

使用可能なすべての署名プラッ
ListSigningPlatforms
トフォームを一覧表示する許可
を付与

リスト

アカウント内のすべての署名プ
ListSigningProfilesロファイルを一覧表示する権限
を付与します

リスト

署名プロファイルに関連付けら
ListTagsForResource
れているタグを一覧表示する許
可を付与

Read

新しい署名プロファイルを作成
PutSigningProfile する許可を付与

Write

signingjob* (p. 1841)

signingprofile* (p. 1841)
signer:ProfileVersion (p. 1842)
signingprofile* (p. 1841)

signingprofile* (p. 1841)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1842)
aws:TagKeys (p. 1842)

署名プロファイルからクロスア
RemoveProfilePermission
カウント権限を削除する許可を
付与

Permissions signingmanagement profile* (p. 1841)

署名ジョブの状態を REVOCTED
RevokeSignature に変更する許可を付与

Write

signer:ProfileVersion (p. 1842)
signingjob* (p. 1841)
signer:ProfileVersion (p. 1842)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

署名プロファイルの状態を
RevokeSigningProfile
REVOCTED に変更する許可を付
与

Write

提供されたコードで署名ジョブ
StartSigningJob を開始する許可を付与

Write

依存アク
ション

signingprofile* (p. 1841)
signer:ProfileVersion (p. 1842)
signingprofile* (p. 1841)
signer:ProfileVersion (p. 1842)

TagResource

署名プロファイルに 1 つ以上の
タグを追加する許可を付与

タグ付け

signingprofile* (p. 1841)
aws:TagKeys (p. 1842)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1842)

署名プロファイルから 1 つ以上
UntagResource のタグを削除する許可を付与

タグ付け

signingprofile* (p. 1841)
aws:TagKeys (p. 1842)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1842)

AWS Signer によって定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1839)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

signing-profile

arn:${Partition}:signer:${Region}:
${Account}:/signing-profiles/${ProfileName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1842)

signing-job

arn:${Partition}:signer:${Region}:
${Account}:/signing-jobs/${JobId}

AWS Signer の条件キー
AWS Signer では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
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条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

リクエスト内の必須タグが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

署名プロファイルのバージョンでアクセスをフィルタリング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

signer:ProfileVersion

Amazon Simple Email Service v2 のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Simple Email Service v2 (サービスプレフィックス: ses) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Simple Email Service v2 で定義されたアクション (p. 1842)
• Amazon Simple Email Service v2 で定義されるリソースタイプ (p. 1853)
• Amazon Simple Email Service v2 の条件キー (p. 1854)

Amazon Simple Email Service v2 で定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

新しい設定セットを作成する許
CreateConfigurationSet
可を付与

書き込み

依存アク
ション

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)

設定セットイベントの宛先を作
CreateConfigurationSetEventDestination
成する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

CreateContact

連絡先を作成する許可を付与

書き込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

連絡先リストを作成する許可を
CreateContactList付与

書き込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)

新しいカスタム検証 E メールテ
CreateCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを作成する許可を付
与

書き込み

customverificationemailtemplate* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

専用 IP アドレスの新しいプール
CreateDedicatedIpPool
を作成する許可を付与

書き込み

dedicatedippool* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)

新しい予測受信箱配置テストを
CreateDeliverabilityTestReport
作成する許可を付与
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書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)
E メール ID の検証プロセスを開
CreateEmailIdentity
始する許可を付与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)

指定された ID に対して、指定さ
CreateEmailIdentityPolicy
れた送信承認ポリシーを作成す
る許可を付与

Permissions identity* (p. 1853)
management
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メールテンプレートを作成する 書き込み
CreateEmailTemplate
許可を付与
データ送信先のインポートジョ
CreateImportJob ブを作成する許可を付与

書き込み

既存の設定セットを削除する許
DeleteConfigurationSet
可を付与

書き込み

template* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
ses:ApiVersion (p. 1854)
configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

イベントの送信先を削除するア
DeleteConfigurationSetEventDestination
クセス権限を付与します

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

DeleteContact

連絡先リストから連絡先を削除
する許可を付与

書き込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

すべての連絡先とともに連絡先
DeleteContactList リストを削除する許可を付与
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書き込み

contactlist* (p. 1853)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
既存のカスタム検証 E メールテ
DeleteCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを削除する許可を付
与

書き込み

customverificationemailtemplate* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

専用 IP プールを削除する許可を
DeleteDedicatedIpPool
付与

書き込み

dedicatedippool* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メール ID を削除する許可を付
DeleteEmailIdentity
与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

指定された ID (E メールアドレス
DeleteEmailIdentityPolicy
またはドメイン) に対して、指定
された送信承認ポリシーを削除
する許可を付与

Permissions identity* (p. 1853)
management
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メールテンプレートを削除する 書き込み
DeleteEmailTemplate
許可を付与

template* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのサプレッションリ
DeleteSuppressedDestination
ストから E メールアドレスを削
除する許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

GetAccount

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

専用 IP アドレスまたは追跡対象
GetBlacklistReports
ドメインが表示される拒否リス
トの一覧を取得するためのアク
セス許可を付与します

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

既存の設定セットに関する情報
GetConfigurationSet
を取得するためのアクセス許可
を付与します

読み込み

アカウントの E メール送信ス
テータスおよび機能に関する情
報を取得するためのアクセス許
可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
設定セットに関連付けられてい
GetConfigurationSetEventDestinations
るイベント送信先のリストを取
得する許可を付与

読み込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

GetContact

連絡先リストから連絡先を返す
アクセス許可を付与します

読み込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

GetContactList

連絡先リストのメタデータを返
すアクセス許可を付与します

読み込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

指定したテンプレート名のカス
GetCustomVerificationEmailTemplate
タム E メール検証テンプレート
を返すアクセス許可を付与しま
す

読み込み

customverificationemailtemplate* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

専用 IP アドレスに関する情報を
GetDedicatedIp 取得するためのアクセス許可を
付与します

読み込み

専用 IP アドレスを専用の IP
GetDedicatedIps プールに一覧表示する許可を付
与

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

dedicatedippool* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

配信性能ダッシュボードのス
GetDeliverabilityDashboardOptions
テータスを取得するためのアク
セス許可を付与します

読み込み

受信箱配置の予測テストの結果
GetDeliverabilityTestReport
を取得するためのアクセス許可
を付与します

読み込み
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
特定のキャンペーンのすべての
GetDomainDeliverabilityCampaign
配信性能データを取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

E メールの送信に使用するドメイ 読み込み
GetDomainStatisticsReport
ンの受信箱配置とエンゲージメ
ント率を取得する許可を付与

ses:ApiVersion (p. 1854)

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

特定の ID に関する情報を取得す
GetEmailIdentity るためのアクセス許可を付与し
ます

読み込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

指定された ID (E メールアドレス
GetEmailIdentityPolicies
またはドメイン) に対して要求さ
れた送信承認ポリシーを返すア
クセス許可を付与します

読み込み

指定したテンプレートのテ
GetEmailTemplateンプレートオブジェクト (件
名、HTML 部分、およびテキス
ト部分など) を返すアクセス許可
を付与します

読み込み

GetImportJob

読み込み

インポートジョブに関する情報
を提供する許可を付与

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
template* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

importjob* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのサプレッションリ
GetSuppressedDestination
ストに登録されている特定の E
メールアドレスに関する情報を
取得するためのアクセス許可を
付与します

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのすべての設定セッ
ListConfigurationSets
トを一覧表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントで利用可能なすべて
ListContactLists の連絡先リストを一覧表示する
許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

ListContacts

リスト

特定の連絡先リストに存在する
連絡先の一覧を表示する許可を
付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1854)
アカウントの既存のカスタム検
ListCustomVerificationEmailTemplates
証 E メールテンプレートをすべ
て一覧表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのすべての専用 IP
ListDedicatedIpPools
プールを一覧表示する許可を付
与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

ステータスに関係なく、アカウ
ListDeliverabilityTestReports
ントで実行した受信箱配置の予
測テストのリストを取得する許
可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

指定した期間内に特定のドメイ
ListDomainDeliverabilityCampaigns
ンを使用して E メールを送信し
たキャンペーンの配信性能デー
タを一覧表示する許可を付与

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントの E メール ID を一覧
ListEmailIdentities表示する許可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのすべての E メール
ListEmailTemplates
テンプレートを一覧表示する許
可を付与

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

ListImportJobs

リスト

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントのサプレッションリ
ListSuppressedDestinations
ストに登録されている E メール
アドレスを一覧表示する許可を
付与

読み込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントの特定のリソースに
ListTagsForResource
関連付けられているタグ (キーと
値) のリストを取得する許可を付
与

読み込み

アカウントのすべてのインポー
トジョブを一覧表示する許可を
付与

configurationset (p. 1853)
contactlist (p. 1853)
dedicatedippool (p. 1853)
deliverabilitytestreport (p. 1853)
identity (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

専用 IP アドレスの自動ウォーム
PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes
アップ機能を有効または無効に
する許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントの詳細を更新する許
PutAccountDetails可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントの E メール送信機能
PutAccountSendingAttributes
を有効または無効にする許可を
付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

アカウントレベルのサプレッ
PutAccountSuppressionAttributes
ションリストの設定を変更する
許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

設定セットを専用 IP プールに関
PutConfigurationSetDeliveryOptions
連付けるアクセス許可を付与し
ます

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

特定の設定セットを使用して送
PutConfigurationSetReputationOptions
信する E メールの評価メトリク
スの収集を有効または無効にす
る許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

特定の設定セットを使用する
PutConfigurationSetSendingOptions
メッセージの E メール送信を有
効または無効にする許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

特定の設定セットのアカウント
PutConfigurationSetSuppressionOptions
サプレッションリストの設定を
指定する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

特定の設定セットに関して送信
PutConfigurationSetTrackingOptions
する E メールの開封とクリック
の追跡要素に使用するカスタム
ドメインを指定する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

専用 IP アドレスを既存の専用 IP
PutDedicatedIpInPool
プールに移動する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

dedicatedippool* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

専用 IP ウォームアップ属性を設
PutDedicatedIpWarmupAttributes
定するためのアクセス許可を付
与します

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

配信性能ダッシュボードを有効
PutDeliverabilityDashboardOption
または無効にする許可を付与

書き込み

ses:ApiVersion (p. 1854)

設定セットを E メール ID に関連
PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes
付けるアクセス許可を付与しま
す

書き込み

identity* (p. 1853)
configurationset (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メール ID の DKIM 認証を有効
PutEmailIdentityDkimAttributes
または無効にする許可を付与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メールドメイン ID の DKIM 認
PutEmailIdentityDkimSigningAttributes
証設定を構成または変更する許
可を付与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メール ID のフィードバック転
PutEmailIdentityFeedbackAttributes
送を有効または無効にする許可
を付与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

E メール ID のカスタム MAIL
PutEmailIdentityMailFromAttributes
FROM ドメイン設定を有効また
は無効にする許可を付与

書き込み

identity* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

サプレッションリストに E メー
PutSuppressedDestination
ルアドレスを追加する許可を付
与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

SendBulkEmail

複数の送信先に E メールメッ
セージを作成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

identity* (p. 1853)
template* (p. 1853)
configurationset (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

ID の一覧に E メールアドレスを
SendCustomVerificationEmail
追加して検証を試みるアクセス
許可を付与します

書き込み

customverificationemailtemplate* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

SendEmail

E メールメッセージを送信する許 書き込み
可を付与

identity* (p. 1853)
configurationset (p. 1853)
template (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
ses:FeedbackAddress (p. 1854)
ses:FromAddress (p. 1854)
ses:FromDisplayName (p. 1854)
ses:Recipients (p. 1854)

TagResource

指定したリソースに 1 つ以上の
タグ (キーと値) を追加する許可
を付与

タグ付け

configurationset (p. 1853)
contactlist (p. 1853)
dedicatedippool (p. 1853)
deliverabilitytestreport (p. 1853)
identity (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テンプレートと一連の置換デー
書き込み
TestRenderEmailTemplate
タが提供されている場合、E メー
ル の MIME コンテンツのプレ
ビューを作成する許可を付与

template* (p. 1853)

指定したリソースから 1 つ以上
UntagResource のタグ (キーと値) を削除する許
可を付与

configurationset (p. 1853)

タグ付け

依存アク
ション

ses:ApiVersion (p. 1854)

contactlist (p. 1853)
dedicatedippool (p. 1853)
deliverabilitytestreport (p. 1853)
identity (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:TagKeys (p. 1854)

設定セットのイベント送信先の
UpdateConfigurationSetEventDestination
設定を更新する許可を付与

書き込み

configurationset* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

UpdateContact リストの連絡先の設定を更新す
る許可を付与

書き込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

連絡先リストのメタデータを更
UpdateContactList新する許可を付与

書き込み

contactlist* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

既存のカスタム検証 E メールテ
UpdateCustomVerificationEmailTemplate
ンプレートを更新する許可を付
与

書き込み

customverificationemailtemplate* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された ID (E メールアドレス
UpdateEmailIdentityPolicy
またはドメイン) に対して、指定
された送信承認ポリシーを更新
する許可を付与

依存アク
ション

Permissions identity* (p. 1853)
management
ses:ApiVersion (p. 1854)

E メールテンプレートを更新する 書き込み
UpdateEmailTemplate
許可を付与

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)
template* (p. 1853)
ses:ApiVersion (p. 1854)

Amazon Simple Email Service v2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1842)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

configurationset

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:configuration-set/
${ConfigurationSetName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

contact-list

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:contact-list/${ContactListName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

customverificationemail-template

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:custom-verification-emailtemplate/${TemplateName}

dedicated-ippool

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:dedicated-ip-pool/
${DedicatedIPPool}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

deliverabilitytest-report

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:deliverability-test-report/
${ReportId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

identity

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:identity/${IdentityName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1854)

import-job

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:import-job/${ImportJobId}

template

arn:${Partition}:ses:${Region}:
${Account}:template/${TemplateName}
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Amazon Simple Email Service v2 の条件キー
Amazon Simple Email Service v2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを
定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むこと
ができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

aws:TagKeys

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

ses:ApiVersion

SES API バージョンに基づいてアクションをフィルタリング

文字列

E メールフィードバック転送によって送信されたバウンスお
ses:FeedbackAddressよび苦情の場所を指定する「リターンパス」アドレスに基づ
くアクションをフィルタリングします

文字列

ses:FromAddress

メッセージの「From」アドレスに基づいてアクションをフィ
ルタリングします

文字列

メッセージの表示名として使用される「From」アドレスに基
ses:FromDisplayName
づいてアクションをフィルタリングします

文字列

ses:Recipients

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}

「To」、「CC」、「BCC」アドレスを含むメッセージの受
取人アドレスに基づくアクションをフィルタリングします

Amazon Simple Workflow Service のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon Simple Workflow Service (サービスプレフィックス: swf) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Simple Workflow Service で定義されるアクション (p. 1855)
• Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソースタイプ (p. 1861)
• Amazon Simple Workflow Service の条件キー (p. 1861)
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Amazon Simple Workflow Service で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelTimer

以前にスタートしたタイマー
をキャンセルし、履歴に
TimerCanceled イベントを記録
するアクセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

ワークフローの実行を閉じて
CancelWorkflowExecution
WorkflowExecutionCanceled イ
ベントを履歴に記録するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

ワークフローの実行を閉じて
CompleteWorkflowExecution
WorkflowExecutionCompleted イ
ベントを履歴に記録するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

ワークフローの実行を閉じて、
ContinueAsNewWorkflowExecution
同じワークフロー ID と一意の
runId を使用し、同じタイプの新
しいワークフロー実行をスター
トするアクセス許可を付与しま
す

書き込み

domain* (p. 1861)

指定されたフィルタリング条件
CountClosedWorkflowExecutions
を満たす特定のドメイン内で、
クローズ状態のワークフロー実
行数を返すアクセス許可を付与
します

読み込み

domain* (p. 1861)

依存アク
ション

swf:tagFilter.tag (p. 1861)
swf:typeFilter.name (p. 1862)
swf:typeFilter.version (p. 1862)

指定されたフィルタリング条件
CountOpenWorkflowExecutions
を満たす特定のドメイン内で、
オープン状態のワークフロー実
行数を返すアクセス許可を付与
します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

swf:typeFilter.version (p. 1862)
指定されたタスクリストのアク
CountPendingActivityTasks
ティビティタスクの推定数を返
すアクセス許可を付与します

読み込み

指定されたタスクリストの決定
CountPendingDecisionTasks
タスクの推定数を返すアクセス
許可を付与します

読み込み

指定されたアクティビティタイ
DeprecateActivityType
プを非推奨にするアクセス許可
を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)
swf:taskList.name (p. 1862)
domain* (p. 1861)
swf:taskList.name (p. 1862)
domain* (p. 1861)
swf:activityType.name (p. 1861)
swf:activityType.version (p. 1861)

指定されたドメインを非推奨に
DeprecateDomainするアクセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定されたワークフロータイプ
DeprecateWorkflowType
を非推奨にするアクセス許可を
付与します

書き込み

domain* (p. 1861)
swf:workflowType.name (p. 1862)
swf:workflowType.version (p. 1862)

指定されたアクティビティタイ
DescribeActivityType
プに関する情報を返すアクセス
許可を付与します

読み込み

domain* (p. 1861)
swf:activityType.name (p. 1861)
swf:activityType.version (p. 1861)

説明とステータスを含む、指定
DescribeDomain されたドメインに関する情報を
返すアクセス許可を付与します

読み込み

domain* (p. 1861)

指定されたワークフローの実行
DescribeWorkflowExecution
に関する情報( ワークフローのタ
イプと一部の統計を含む) を返す
アクセス許可を付与します

読み込み

domain* (p. 1861)

指定されたワークフロータイプ
DescribeWorkflowType
に関する情報を返すアクセス許
可を付与します

読み込み

domain* (p. 1861)
swf:workflowType.name (p. 1862)
swf:workflowType.version (p. 1862)

ワークフローの実行を閉じて
FailWorkflowExecution
WorkflowExecutionFailed イベン
トを履歴に記録するアクセス許
可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定されたワークフローの実行
GetWorkflowExecutionHistory
履歴を返すアクセス許可を付与
します

読み込み

domain* (p. 1861)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定された名前と登録ステータ
ListActivityTypes スと一致する指定されたドメイ
ンで、すべての登録されたアク
ティビティに関する情報を返す
アクセス許可を付与します

リスト

domain* (p. 1861)

フィルタリング条件を満たす指
ListClosedWorkflowExecutions
定されたドメイン内の、クロー
ズ状態のワークフロー実行数の
リストを返すアクセス許可を付
与します

リスト

domain* (p. 1861)

依存アク
ション

swf:tagFilter.tag (p. 1861)
swf:typeFilter.name (p. 1862)
swf:typeFilter.version (p. 1862)

ListDomains

アカウントに登録されているド
メインのリストを返すアクセス
許可を付与します

リスト

フィルタリング条件を満たす指
ListOpenWorkflowExecutions
定されたドメイン内の、オープ
ン状態のワークフロー実行数の
リストを返すアクセス許可を付
与します

リスト

domain* (p. 1861)
swf:tagFilter.tag (p. 1861)
swf:typeFilter.name (p. 1862)
swf:typeFilter.version (p. 1862)

AWS SWF リソースのタグを一
ListTagsForResource
覧表示するアクセス許可を付与
します

リスト

domain (p. 1861)

指定されたドメインのワークフ
ListWorkflowTypesロータイプに関する情報を返す
アクセス許可を付与します

リスト

domain* (p. 1861)

指定されたアクティビティ
PollForActivityTask
taskList から ActivityTask を取得
するために、ワーカーにアクセ
ス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定された決定 taskList から
PollForDecisionTask
DecisionTask を取得するため
に、ディサイダーにアクセス許
可を付与します

書き込み

swf:taskList.name (p. 1862)
domain* (p. 1861)
swf:taskList.name (p. 1862)

指定された taskToken によって
書き込み
RecordActivityTaskHeartbeat
表される ActivityTask がまだ進行
中であることをサービスに報告
するために、ワーカーにアクセ
ス許可を付与します

domain* (p. 1861)

RecordMarker

domain* (p. 1861)

履歴に MarkerRecorded イベン
トを記録するアクセス許可を付
与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたドメインに新しいア
RegisterActivityType
クティビティタイプとその構成
設定を登録するアクセス許可を
付与します

書き込み

依存アク
ション

domain* (p. 1861)
swf:defaultTaskList.name (p. 1861)
swf:name (p. 1861)
swf:version (p. 1862)

新しいドメインを登録するアク
RegisterDomain セス許可を付与します

書き込み

指定されたドメインに新しい
RegisterWorkflowType
ワークフロータイプとその構成
設定を登録するアクセス許可を
付与します

書き込み

aws:TagKeys (p. 1861)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1861)
domain* (p. 1861)
swf:defaultTaskList.name (p. 1861)
swf:name (p. 1861)
swf:version (p. 1862)

以前にスケジュールされたアク
RequestCancelActivityTask
ティビティタスクをキャンセル
するアクセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定された外部ワークフローの
RequestCancelExternalWorkflowExecution
実行をキャンセルするリクエス
トを要求するアクセス許可を付
与します

書き込み

domain* (p. 1861)

特定のドメイ
書き込み
RequestCancelWorkflowExecution
ン、workflowId、runId に
よって識別される現在実行
中のワークフロー実行に
WorkflowExecutionCancelRequested
イベントを記録するアクセス許
可を付与します

domain* (p. 1861)

taskToken によって識別された
RespondActivityTaskCanceled
ActivityTask が正常にキャンセル
されたことをサービスに伝える
ために、ワーカーにアクセス許
可を付与します

domain* (p. 1861)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

taskToken によって識別された
RespondActivityTaskCompleted
ActivityTask が正常に完了したこ
とを、その結果 (提供されている
場合) とともにサービスに伝える
ために、ワーカーにアクセス許
可を付与します

書き込み

依存アク
ション

domain* (p. 1861)
swf:activityType.name (p. 1861)
swf:activityType.version (p. 1861)
swf:tagList.member.0 (p. 1861)
swf:tagList.member.1 (p. 1861)
swf:tagList.member.2 (p. 1861)
swf:tagList.member.3 (p. 1862)
swf:tagList.member.4 (p. 1862)
swf:taskList.name (p. 1862)
swf:workflowType.name (p. 1862)
swf:workflowType.version (p. 1862)

taskToken によって識別された
RespondActivityTaskFailed
ActivityTask が失敗したことを
その理由 (指定されている場合)
とともにサービスに伝えるため
に、ワーカーにアクセス許可を
付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

taskToken によって識別された
RespondDecisionTaskCompleted
DecisionTask が正常に完了し
たことをサービスに伝えるため
に、ディサイダーにアクセス許
可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

アクティビティタスクをスケ
ScheduleActivityTask
ジューリングするアクセス許可
を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定された外部ワークフローの
SignalExternalWorkflowExecution
実行および記録を配信するシグ
ナルをリクエストするアクセス
許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

ワークフロー実行履歴に
SignalWorkflowExecution
WorkflowExecutionSignaled イ
ベントを記録し、特定のドメイ
ン、workflowId および runId に
よって識別されるワークフロー
実行の決定タスクを作成するア
クセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

子ワークフローの実行開始をリ
StartChildWorkflowExecution
クエストするアクセス許可を付
与します

書き込み

domain* (p. 1861)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartTimer

ワークフロー実行のタイマーを
スタートするアクセス許可を付
与します

書き込み

domain* (p. 1861)

指定された workflowId と入力
StartWorkflowExecution
データを使用して、指定された
ドメインでワークフロータイプ
の実行をスタートするアクセス
許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

依存アク
ション

swf:tagList.member.0 (p. 1861)
swf:tagList.member.1 (p. 1861)
swf:tagList.member.2 (p. 1861)
swf:tagList.member.3 (p. 1862)
swf:tagList.member.4 (p. 1862)
swf:taskList.name (p. 1862)
swf:workflowType.name (p. 1862)
swf:workflowType.version (p. 1862)

TagResource

AWS SWF リソースにタグ付け
するアクセス許可を付与します

タグ付け

domain (p. 1861)
aws:TagKeys (p. 1861)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1861)

WorkflowExecutionTerminated イ
TerminateWorkflowExecution
ベントを記録し、特定のドメイ
ン、runId、workflowId によって
識別されるワークフロー実行を
強制的に終了するアクセス許可
を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

以前に非推奨とされたアクティ
UndeprecateActivityType
ビティタイプの非推奨状態を解
除するアクセス許可を付与しま
す

書き込み

domain* (p. 1861)

以前に非推奨とされたドメイン
UndeprecateDomain
の非推奨状態を解除するアクセ
ス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

以前に非推奨とされたワークフ
UndeprecateWorkflowType
ロータイプの非推奨状態を解除
するアクセス許可を付与します

書き込み

domain* (p. 1861)

swf:activityType.name (p. 1861)
swf:activityType.version (p. 1861)

swf:workflowType.name (p. 1862)
swf:workflowType.version (p. 1862)

AWS SWF リソースからタグを
UntagResource 削除するアクセス許可を付与し
ます
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Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1855)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

domain

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1861)

arn:${Partition}:swf::${Account}:/domain/
${DomainName}

Amazon Simple Workflow Service の条件キー
Amazon Simple Workflow Service は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義
します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことがで
きます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストのタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

リソースのタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

キーのタグでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

アクティビティタイプ名でアクセスをフィルタリングします
swf:activityType.name

文字列

アクティビティタイプのバージョンでアクセスをフィルタリ
swf:activityType.version
ングします

文字列

デフォルトのタスクリスト名でアクセスをフィルタリングし
swf:defaultTaskList.name
ます

文字列

swf:name

アクティビティ名またはワークフロー名でアクセスをフィル
タリングします

文字列

swf:tagFilter.tag

tagFilter.tag 値でアクセスをフィルタリングします

文字列

指定されたタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

指定されたタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

指定されたタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

swf:tagList.member.0
swf:tagList.member.1
swf:tagList.member.2
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条件キー
swf:tagList.member.3
swf:tagList.member.4
swf:taskList.name
swf:typeFilter.name

説明

タイプ

指定されたタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

指定されたタグでアクセスをフィルタリングします

文字列

tasklist 名でアクセスをフィルタリングします

文字列

タイプフィルター名でアクセスをフィルタリングします

文字列

タイプフィルターのバージョンでアクセスをフィルタリング
swf:typeFilter.version します

文字列

swf:version

文字列

アクティビティまたはワークフローのバージョンでアクセス
をフィルタリングします

ワークフロータイプ名でアクセスをフィルタリングします
swf:workflowType.name

文字列

ワークフロータイプのバージョンでアクセスをフィルタリン
swf:workflowType.version
グします

文字列

Amazon SimpleDB のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon SimpleDB (サービスプレフィックス: sdb) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SimpleDB で定義されるアクション (p. 1862)
• Amazon SimpleDB で定義されるリソースタイプ (p. 1863)
• Amazon SimpleDB の条件キー (p. 1864)

Amazon SimpleDB で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
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トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

1 回の呼び出しで複数の
BatchDeleteAttributes
DeleteAttributes オペレーション
を実行し、ラウンドトリップと
レイテンシーを減らすことがで
きます

書き込み

domain* (p. 1864)

BatchPutAttributes オペレーショ
BatchPutAttributesンを使用すると、1 回の呼び出
しで複数の PutAttribute オペレー
ションを実行することができま
す。BatchPutAttributes オペレー
ションを使用すると、1 回の呼
び出しで複数の PutAttribute オペ
レーションを実行できます

書き込み

domain* (p. 1864)

CreateDomain

書き込み

domain* (p. 1864)

項目に関連付けられた 1 つまた
DeleteAttributes は複数の属性を削除します

書き込み

domain* (p. 1864)

DeleteDomain

書き込み

domain* (p. 1864)

ドメインの作成日時、項目と属
DomainMetadata 性の数、属性の名前と値のサイ
ズなど、ドメインに関する情報
を返します

読み取り

domain* (p. 1864)

GetAttributes

項目に関連付けられているすべ
ての属性を返します

読み取り

domain* (p. 1864)

ListDomains

ListDomains の説明

リスト

PutAttributes

PutAttributes オペレーションで
は、項目内における属性の作成
または置き換えができます

書き込み

domain* (p. 1864)

Select

Select の説明

Read

domain* (p. 1864)

CreateDomain オペレーションで
は、新しいドメインを作成でき
ます

DeleteDomain オペレーションで
は、ドメインを削除できます

依存アク
ション

Amazon SimpleDB で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1862)の各アクションは、そのアクショ
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ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
domain

条件キー

arn:${Partition}:sdb:${Region}:
${Account}:domain/${DomainName}

Amazon SimpleDB の条件キー
SimpleDB には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Snow Device Management のアクション、リ
ソース、および条件キー
AWS Snow Device Management (サービスプレフィックス: snow-device-management) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース、アクション、および条件コンテ
キストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Snow Device Management で定義されるアクション (p. 1864)
• AWS Snow Device Management で定義されるリソースタイプ (p. 1866)
• AWS Snow Device Management の条件キー (p. 1866)

AWS Snow Device Management で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。

1864

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Snow Device Management

以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelTask

リモートデバイスでタスクを
キャンセルする許可を付与

書き込み

CreateTask

リモートデバイスでタスクを作
成する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

task* (p. 1866)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1866)
aws:TagKeys (p. 1866)

リモートで管理されたデバイス
DescribeDevice を記述する許可を付与

読み取り

manageddevice* (p. 1866)

リモートで管理されたデバイス
DescribeDeviceEc2Instances
の EC2 インスタンスを記述する
許可を付与

読み取り

manageddevice* (p. 1866)

タスクの実行を記述する許可を
DescribeExecution付与

読み取り

DescribeTask

読み取り

task* (p. 1866)

リモートで管理されたデバイス
ListDeviceResources
のリソースを一覧表示する許可
を付与

リスト

manageddevice* (p. 1866)

ListDevices

リモートで管理されたデバイス
を一覧表示する許可を付与

リスト

ListExecutions

タスクの実行を一覧表示する許
可を付与

リスト

タスクを記述する許可を付与

リソース (デバイスまたはタスク) 読み取り
ListTagsForResource
のタグを一覧表示する許可を付
与
ListTasks

タスクを一覧表示する許可を付
与

リスト

TagResource

リソースにタグを付けるアクセ
ス許可を付与

タグ付け

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1866)
aws:TagKeys (p. 1866)

manageddevice (p. 1866)
task (p. 1866)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1866)
aws:TagKeys (p. 1866)

リソースのタグを解除する許可
UntagResource を付与

タグ付け

manageddevice (p. 1866)
task (p. 1866)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1866)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1866)

AWS Snow Device Management で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1864)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

manageddevice

arn:${Partition}:snow-device-management:
${Region}:${Account}:managed-device/
${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1866)

task

arn:${Partition}:snow-device-management:
${Region}:${Account}:task/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1866)

AWS Snow Device Management の条件キー
AWS Snow Device Management では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定
義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことが
できます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクセスをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクセスをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクセスを
フィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Snowball のアクション、リソース、および条件
キー
AWS Snowball (サービスプレフィックス: snowball) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
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• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
トピック
• AWS Snowball で定義されるアクション (p. 1867)
• AWS Snowball で定義されるリソースタイプ (p. 1869)
• AWS Snowball の条件キー (p. 1869)

AWS Snowball で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelCluster

クラスタージョブをキャンセル
します。

Write

CancelJob

指定されたジョブをキャンセル
します。

Write

CreateAddress Snowball の発送先となるアドレ
スを作成します。

Write

CreateCluster

空のクラスターを作成します。

Write

CreateJob

Amazon S3 とオンプレミスデー
タセンターとの間でデータをイ
ンポートまたはエクスポートす
るためのジョブを作成します。

書き込み

顧客がジョブの前払い請求
CreateLongTermPricing
契約を追加できるように
LongTermPricingListEntry を作成
するアクセス許可を付与

書き込み

Snow デバイスを AWS に返すた
CreateReturnShippingLabel
めに使用する配送ラベルを作成
します。

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddressId を取得し、そのアド
Read
DescribeAddress レスに関する具体的な詳細を
Address オブジェクトの形式で返
します。
指定された数の ADDRESS オブ
DescribeAddresses
ジェクトを返します。

リスト

特定のクラスターについて、配
DescribeCluster 送情報、クラスターステータ
ス、他の重要メタデータといっ
た情報を返します。

Read

DescribeJob

Read

特定のジョブについて、配送情
報、ジョブステータス、他の重
要メタデータといった情報を返
します。

AWS に返される Snow デバイス
DescribeReturnShippingLabel
の配送ラベルに関する情報。

Read

指定された JobId 値に関連付け
GetJobManifest られているマニフェストファイ
ルの Amazon S3 署名付き URL
へのリンクを返します。

Read

指定されたジョブ UnlockCode
GetJobUnlockCode
コード値を返します。

Read

アカウントの Snowball サービス
GetSnowballUsage
の制限に関する情報と、アカウ
ントが使用中の Snowball の数を
返します。

Read

指定された JobID に関連付けら
GetSoftwareUpdates
れた更新ファイルの Amazon S3
署名付き URL を返します。

Read

ListClusterJobs
ListClusters

指定された長さ JobListEntry オ
ブジェクトの配列を返します。

リスト

指定された長さ ClusterListEntry
オブジェクトの配列を返しま
す。

リスト

このアクションでは、Snow デバ
ListCompatibleImages
イスでの使用がサポートされる
AWS アカウント が所有するさま
ざまな Amazon EC2 Amazon マ
シンイメージ (AMI) のリストが
返されます。

リスト

ListJobs

リスト

指定された長さ JobListEntry オ
ブジェクトの配列を返します。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リクエストを行っているアカウ
ListLongTermPricing
ントの LongTermPricingListEntry
オブジェクトを一覧表示する許
可を付与

読み取り

UpdateCluster

クラスターの ClusterState 値が
AwaitingQuorum 状態にあるとき
は、クラスターに関連付けられ
た情報の一部を更新できます。

Write

UpdateJob

ジョブの JobState 値が New で
あるときは、ジョブに関連付
けられた情報の一部を更新しま
す。

Write

出荷の状態が別の状態に変わっ
UpdateJobShipmentState
たときに、状態を更新します。

書き込み

ジョブの特定の前払い請求契約
UpdateLongTermPricing
を更新する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS Snowball で定義されるリソースタイプ
AWS Snowball では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポー
トされていません。AWS Snowball へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定
します。

AWS Snowball の条件キー
Snowball には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon SNS のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon SNS (サービスプレフィックス: sns) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SNS で定義されるアクション (p. 1870)
• Amazon SNS で定義されるリソースタイプ (p. 1874)
• Amazon SNS の条件キー (p. 1874)
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Amazon SNS で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddPermission トピックのアクセスコントロー
ルポリシーにステートメントを
追加する許可を付与し、指定し
た AWS アカウントに指定アク
ションへのアクセスを付与

Permissions topic* (p. 1874)
management

電話番号を受け入れ、電話の所
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut
有者がお客様のアカウントから
の SMS メッセージの受信をオプ
トアウトしたかどうかを示すア
クセス許可を付与

Read

以前の Subscribe アクションで
ConfirmSubscription
エンドポイントに送信したトー
クンを検証することによって、
メッセージを受信するというエ
ンドポイントの所有者の意思を
確認する許可を付与

Write

デバイスやモバイルアプリを登
CreatePlatformApplication
録できるサポート対象のプッ
シュ通知サービス (APNS や
GCM など) のプラットフォーム
アプリケーションオブジェクト
を作成する許可を付与

Write

サポートされているプッシュ通
CreatePlatformEndpoint
知サービス (APNS や GCM など)
でデバイスおよびモバイルアプ
リケーションのエンドポイント
を作成する許可を付与

Write

宛先電話番号を追加し、その電
CreateSMSSandboxPhoneNumber
話番号にワンタイムパスワード

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Write

iam:PassRole

（OTP）を送信する許可を AWS
アカウント に付与
CreateTopic

通知を発行できるトピックを作
成する許可を付与

topic* (p. 1874)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1874)
aws:TagKeys (p. 1874)

DeleteEndpoint

Amazon SNS からデバイスとモ
バイルアプリのエンドポイント
を削除する許可を付与

Write

サポートされているプッシュ通
DeletePlatformApplication
知サービス (APNS や GCM など)
のプラットフォームアプリケー
ションオブジェクトを削除する
許可を付与

Write

AWS アカウント の確認済みまた
DeleteSMSSandboxPhoneNumber
は保留中の電話番号を削除する
許可を付与

Write

DeleteTopic

トピックとそのすべてのサブス
クリプションを削除する許可を
付与

書き込み

topic* (p. 1874)

トピックのデータ保護ポリシー
GetDataProtectionPolicy
を返すアクセス許可を付与

読み取り

topic* (p. 1874)

サポートされているプッシュ通
GetEndpointAttributes
知サービス (APNS や GCM など)
上のデバイスのエンドポイント
属性を取得する許可を付与

Read

サポートされているプッシュ通
GetPlatformApplicationAttributes
知サービス (APNS や GCM) のプ
ラットフォームアプリケーショ
ンオブジェクトの属性を取得す
る許可を付与

Read

アカウントから SMS メッセージ
GetSMSAttributesを送信するための設定を返すア
クセス許可を付与

Read

ターゲットリージョンの呼び出
GetSMSSandboxAccountStatus
し元アカウントのサンドボック
スステータスを取得する許可を
付与

Read

サブスクリプションのすべての
GetSubscriptionAttributes
プロパティを返すアクセス許可
を付与

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トピックのすべてのプロパティ
GetTopicAttributesを返すアクセス許可を付与

Read

サポートされているプッシュ通
ListEndpointsByPlatformApplication
知サービス (GCM や APNS など)
のデバイスおよびモバイルアプ
リのエンドポイントとエンドポ
イント属性を一覧表示する許可
を付与

リスト

すべての発信番号とそのメタ
ListOriginationNumbers
データを一覧表示する許可を付
与

リスト

オプトアウトされている電話番
ListPhoneNumbersOptedOut
号のリストを返すアクセス許可
を付与SMS メッセージを送信す
ることはできません

Read

サポートされているプッシュ通
ListPlatformApplications
知サービス (APNS や GCM など)
のプラットフォームアプリケー
ションオブジェクトを一覧表示
する許可を付与

リスト

発信元アカウントの現在の保留
ListSMSSandboxPhoneNumbers
中および確認済みの宛先電話番
号を一覧表示する許可を付与

リスト

リクエスタのサブスクリプショ
ListSubscriptions ンのリストを返すアクセス許可
を付与

リスト

特定のトピックのサブスクリプ
ListSubscriptionsByTopic
ションのリストを返すアクセス
許可を付与

リスト

topic* (p. 1874)

指定した Amazon SNS トピック
ListTagsForResource
に追加されたすべてのタグを一
覧表示する許可を付与

Read

topic (p. 1874)

ListTopics

リスト

リクエスタのトピックのリスト
を返すアクセス許可を付与

現在オプトアウトされている電
OptInPhoneNumber
話番号をオプトインするアクセ
ス許可を付与し、その番号への
SMS メッセージの送信を再開す
ることを許可します

Write

Publish

書き込み

トピックのサブスクライブされ
ているエンドポイントすべてに
メッセージを送信する許可を付
与

1872

topic* (p. 1874)

topic* (p. 1874)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon SNS

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

トピックの所有者がデータ保護
PutDataProtectionPolicy
ポリシーを設定できるようにす
るアクセス許可を付与

書き込み

トピックのアクセス制御ポリ
RemovePermission
シーからステートメントを削除
する許可を付与

Permissions topic* (p. 1874)
management

サポートされているいずれかの
SetEndpointAttributes
プッシュ通知サービス (APNS や
GCM など) 上のデバイスのエン
ドポイント属性を設定する許可
を付与

Write

サポートされているプッシュ通
SetPlatformApplicationAttributes
知サービス (APNS や GCM など)
にプラットフォームアプリケー
ションオブジェクトの属性を設
定する許可を付与

Write

SMS メッセージの送信と毎日の
SetSMSAttributes SMS 使用状況レポートの受信の
ためのデフォルト設定を設定す
る許可を付与

Write

サブスクリプション所有者がト
SetSubscriptionAttributes
ピックの属性を新しい値に設定
することを許可する許可を付与

Write

トピックの所有者がトピックの
SetTopicAttributes属性を新しい値に設定すること
を許可する許可を付与

Write

topic* (p. 1874)

Subscribe

エンドポイントに確認メッセー
ジを送信することによってエン
ドポイントのサブスクライブを
準備する許可を付与

Write

topic* (p. 1874)

指定した Amazon SNS トピック
にタグを追加する許可を付与

タグ付け

TagResource

依存アク
ション

topic* (p. 1874)

iam:PassRole

iam:PassRole

sns:Endpoint (p. 1874)
sns:Protocol (p. 1874)
topic (p. 1874)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1874)
aws:TagKeys (p. 1874)

Unsubscribe

サブスクリプションを削除する
許可を付与

指定した Amazon SNS トピック
UntagResource からタグを削除する許可を付与

Write
タグ付け

topic (p. 1874)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1874)
aws:TagKeys (p. 1874)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS アカウント のワンタイムパ
VerifySMSSandboxPhoneNumber
スワード（OTP）で宛先電話番
号を確認する許可を付与

依存アク
ション

Write

Amazon SNS で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1870)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

topic

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1874)

arn:${Partition}:sns:${Region}:${Account}:
${TopicName}

Amazon SNS の条件キー
Amazon SNS では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストからのタグに基づいてアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグによりアクセスをフィルタリ
ングする

文字列

aws:TagKeys

リクエストからのタグキーに基づいてアクセスをフィルタリ
ング

ArrayOfString

sns:Endpoint

URL、E メールアドレス、または Subscribe リクエストや以
前に確認されたサブスクリプションの ARN に基づいてアク
セスをフィルタリング

文字列

sns:Protocol

Subscribe リクエストまたは以前に確認されたサブスクリプ
ションからのプロトコル値に基づいてアクセスをフィルタリ
ング

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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AWS SQL Workbench のアクション、リソース、条件
キー
AWS SQL Workbench (サービスプレフィックス: sqlworkbench) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS SQL Workbench で定義されるアクション (p. 1875)
• AWS SQL Workbench で定義されるリソースタイプ (p. 1882)
• AWS SQL Workbench の条件キー (p. 1882)

AWS SQL Workbench で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

接続をチャートに関連付ける許
AssociateConnectionWithChart
可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

接続をタブに関連付ける許可を
AssociateConnectionWithTab
付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

connection* (p. 1882)

クエリをタブに関連付ける許可
AssociateQueryWithTab
を付与

書き込み

query* (p. 1882)

1875

chart* (p. 1882)
connection* (p. 1882)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

[アクセス許可
のみ]
アカウントでフォルダを削除す
BatchDeleteFolderる許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウントでノートブックセル
BatchGetNotebookCell
の内容を取得するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

読み取り

CreateAccount
[アクセス許可
のみ]

SQLWorkbench アカウントを作
成する許可を付与

書き込み

CreateChart
[アクセス許可
のみ]

アカウントで新しい保存済みグ
ラフを作成する許可を付与

書き込み

notebook* (p. 1882)

chart* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

アカウントで新しい接続を作成
CreateConnectionする許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

CreateFolder
[アクセス許可
のみ]

アカウントでフォルダを作成す
る許可を付与

書き込み

アカウントで新しいノートブッ
CreateNotebook クを作成するアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

アカウントでノートブックセル
CreateNotebookCell
を作成するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウントでノートブックバー
CreateNotebookFromVersion
ジョンから新しいノートブック
[アクセス許可
を作成するアクセス許可を付与
のみ]

書き込み
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connection* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントでノートブックバー
CreateNotebookVersion
ジョンを作成するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

アカウントで新しい保存済みク
CreateSavedQuery
エリを作成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

DeleteChart
[アクセス許可
のみ]

アカウントでチャートを削除す
る許可を付与

書き込み

chart* (p. 1882)

アカウントの接続を削除する許
DeleteConnection可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

connection* (p. 1882)

アカウントでノートブックを削
DeleteNotebook 除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

notebook* (p. 1882)

アカウントでノートブックセル
DeleteNotebookCell
を削除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

notebook* (p. 1882)

アカウントでノートブックセル
DeleteNotebookVersion
を削除するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

notebook* (p. 1882)

アカウントで保存されたクエリ
DeleteSavedQuery
を削除する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

query* (p. 1882)

DeleteTab [ア
クセス許可の
み]

アカウントのタブを削除する許
可を付与

書き込み

DriverExecute
[アクセス許可
のみ]

Redshift クラスターでクエリを実 書き込み
行する許可を付与

1877

依存アク
ション

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
query* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

connection* (p. 1882)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントで既存のノートブッ
DuplicateNotebook
クを複製して新しいノートブッ
[アクセス許可
クを作成するアクセス許可を付
のみ]
与

書き込み

アカウントでノートブックをエ
ExportNotebook クスポートするアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

読み取り

アカウントで新しいセッション
GenerateSession を生成する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウント情報を取得する許可
を付与

読み取り

アカウント設定を取得する許可
GetAccountSettings
を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

GetChart [アク
セス許可のみ]

アカウントでチャートを取得す
る許可を付与

読み取り

chart* (p. 1882)

GetConnection アカウントで接続を取得する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

読み取り

connection* (p. 1882)

GetNotebook
[アクセス許可
のみ]

アカウントでノートブックのメ
タデータを取得するアクセス許
可を付与

読み取り

notebook* (p. 1882)

アカウントでノートブックバー
GetNotebookVersion
ジョンの内容を取得するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

読み取り

notebook* (p. 1882)

アカウントでクエリ実行履歴を
GetQueryExecutionHistory
取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

アカウントで保存されたクエリ
GetSavedQuery を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

GetAccountInfo
[アクセス許可
のみ]

1878

依存アク
ション

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
notebook* (p. 1882)

query* (p. 1882)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetUserInfo
[アクセス許可
のみ]

ユーザー情報を取得する許可を
付与

読み取り

アカウントでワークスペース設
GetUserWorkspaceSettings
定を取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

アカウントでノートブックをイ
ImportNotebook ンポートするアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

アカウントで接続を一覧表示す
ListConnections る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

ListDatabases
[アクセス許可
のみ]

Redshift クラスターのデータベー リスト
スを一覧表示する許可を付与

ListFiles [アク
セス許可のみ]

ファイルとフォルダを一覧表示
する許可を付与

リスト

アカウントでノートブックバー
ListNotebookVersions
ジョンのメタデータを取得する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

リスト

ListNotebooks
[アクセス許可
のみ]

アカウントでノートブックを一
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

アカウントでクエリ実行履歴を
ListQueryExecutionHistory
一覧表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

アカウントで Redshift クラス
ListRedshiftClusters
ターを一覧表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

リスト

サンプルデータベースを一覧表
ListSampleDatabases
示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

1879

依存アク
ション

notebook* (p. 1882)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントで保存されたクエリ
ListSavedQueryVersions
のバージョンを一覧表示する許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

リスト

ListTabs [アク
セス許可のみ]

リスト

アカウントのタブを一覧表示す
る許可を付与

タグ付けされたリソースを一覧
ListTaggedResources
表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

SQLWorkbench リソースのタグ
ListTagsForResource
を一覧表示する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み取り

依存アク
ション

query* (p. 1882)

chart (p. 1882)
connection (p. 1882)
notebook (p. 1882)
query (p. 1882)

PutTab [アク
セス許可のみ]

アカウントでタブを作成または
更新する許可を付与

書き込み

アカウントでワークスペース設
PutUserWorkspaceSettings
定を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウントでノートブックをあ
RestoreNotebookVersion
るバージョンに復元するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

TagResource
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

SQLWorkbench リソースにタグ
付けする許可を付与

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
chart (p. 1882)
connection (p. 1882)
notebook (p. 1882)
query (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

SQLWorkbench リソースのタグ
UntagResource 付けを解除する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

タグ付け

chart (p. 1882)
connection (p. 1882)
notebook (p. 1882)
query (p. 1882)

1880
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
アカウント全体での接続設定を
UpdateAccountConnectionSettings
更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウント全体でのエクスポー
UpdateAccountExportSettings
ト設定を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウント全体の全般設定を更
UpdateAccountGeneralSettings
新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

UpdateChart
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウントでチャートを更新す
る許可を付与

chart* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

アカウントで接続を更新する許
UpdateConnection可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

アカウントでファイルを移動す
UpdateFileFolder る許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

UpdateFolder
[アクセス許可
のみ]

アカウントでフォルダの名前と
詳細を更新する許可を付与

書き込み

アカウントでノートブックのメ
UpdateNotebook タデータを更新するアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

アカウントでノートブックセル
UpdateNotebookCellContent
の内容を更新するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み
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connection* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
chart (p. 1882)
query (p. 1882)

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

アカウントでノートブックセル
UpdateNotebookCellLayout
のレイアウトを更新するアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

アカウントで保存されたクエリ
UpdateSavedQuery
を更新する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

notebook* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)
query* (p. 1882)
aws:TagKeys (p. 1883)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1882)

AWS SQL Workbench で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1875)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

connection

arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:
${Account}:connection/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1883)

query

arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:
${Account}:query/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1883)

chart

arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:
${Account}:chart/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1883)

notebook

arn:${Partition}:sqlworkbench:${Region}:
${Account}:notebook/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1883)

AWS SQL Workbench の条件キー
AWS SQL Workbench は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

説明

タイプ

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

Amazon SQS のアクション、リソース、および条件
キー
Amazon SQS (サービスプレフィックス: sqs) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon SQS で定義されるアクション (p. 1883)
• Amazon SQS で定義されるリソースタイプ (p. 1885)
• Amazon SQS の条件キー (p. 1885)

Amazon SQS で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AddPermission 特定のプリンシパルのキューへ
の許可を付与

1883

経営へのア queue* (p. 1885)
クセス権

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

キュー内の指定されたメッセー
ChangeMessageVisibility
ジの可視性タイムアウトを新し
い値に変更する許可を付与

書き込み

queue* (p. 1885)

CreateQueue

新しいキューを作成する許可を
付与するか、既存のキューの
URL を返す

書き込み

queue* (p. 1885)

指定されたキューから指定され
DeleteMessage たメッセージを削除する許可を
付与

書き込み

queue* (p. 1885)

DeleteQueue

書き込み

queue* (p. 1885)

指定されたキューの属性を取得
GetQueueAttributes
する許可を付与

読み取り

queue* (p. 1885)

GetQueueUrl

既存のキューの URL を返す許可
を付与

読み取り

queue* (p. 1885)

デッドレターキューを使用して
ListDeadLetterSourceQueues
設定された RedrivePolicy キュー
属性を持つキューのリストを返
す許可を付与

読み取り

queue* (p. 1885)

SQS キューに追加されたタグを
一覧表示する許可を付与

読み取り

queue* (p. 1885)

ListQueues

キューのリストを返す許可を付
与

読み取り

PurgeQueue

キュー URL によって指定された
メッセージを削除する許可を付
与

書き込み

queue* (p. 1885)

指定されたキューから最大 10 件
ReceiveMessage のメッセージを取得する許可を
付与

読み取り

queue* (p. 1885)

指定されたラベルパラメータに
RemovePermission
一致するキューポリシー内のア
クセス許可を取り消す許可を付
与

経営へのア queue* (p. 1885)
クセス権

SendMessage

書き込み

queue* (p. 1885)

1 つ以上のキュー属性の値を設定
SetQueueAttributes
する許可を付与

書き込み

queue* (p. 1885)

TagQueue

タグ付け

queue* (p. 1885)

ListQueueTags

キューが空かどうかに関係な
く、キュー URL で指定された
キューを削除する許可を付与

指定されたキューにメッセージ
を配信する許可を付与

指定した SQS キューにタグを追
加する許可を付与

1884

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

UntagQueue

指定した SQS キューからタグを
削除する許可を付与

タグ付け

依存アク
ション

queue* (p. 1885)

Amazon SQS で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1883)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。

Note
キューの ARN は、IAM アクセス許可ポリシーでのみ使用されます。API コールおよび CLI コー
ルでは、代わりにキューの URL を使用します。
リソースタイプ ARN
queue

条件キー

arn:${Partition}:sqs:${Region}:${Account}:
${QueueName}

Amazon SQS の条件キー
SQS には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーは
ありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に
利用可能なキーを参照してください。

AWS Step Functions のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Step Functions (サービスプレフィックス: states) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Step Functions で定義されるアクション (p. 1886)
• AWS Step Functions で定義されるリソースタイプ (p. 1888)
• AWS Step Functions の条件キー (p. 1888)
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AWS Step Functions で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateActivity

アクティビティを作成する許可
を付与

Write

依存アク
ション

activity* (p. 1888)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1888)
aws:TagKeys (p. 1888)

ステートマシンを作成する許可
CreateStateMachine
を付与

Write

statemachine* (p. 1888)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1888)
aws:TagKeys (p. 1888)

DeleteActivity

アクティビティを削除する許可
を付与

Write

activity* (p. 1888)

ステートマシンを削除する許可
DeleteStateMachine
を付与

Write

statemachine* (p. 1888)

アクティビティを記述する許可
DescribeActivity を付与

Read

activity* (p. 1888)

実行を記述する許可を付与
DescribeExecution

Read

execution* (p. 1888)

ステートマシンを記述する許可
DescribeStateMachine
を付与

Read

statemachine* (p. 1888)

実行のためのステートマシンを
DescribeStateMachineForExecution
記述する許可を付与

Read

execution* (p. 1888)

実行中のステートマシンによっ
GetActivityTask て実行がスケジュールされたタ
スク (指定されたアクティビティ

Write

activity* (p. 1888)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ARN を持つ) を取得するために
ワーカーによって使用されます
指定された実行の履歴をイベン
GetExecutionHistory
トのリストとして返す許可を付
与

Read

ListActivities

既存のアクティビティを一覧表
示する許可を付与

リスト

ListExecutions

ステートマシンの実行を一覧表
示する許可を付与

Read

既存のステートマシンを一覧表
ListStateMachines示する許可を付与

リスト

AWS Step Functions リソースの
ListTagsForResource
タグを一覧表示するアクセス許
可を付与

Read

execution* (p. 1888)

statemachine* (p. 1888)

activity (p. 1888)
statemachine (p. 1888)

taskToken によって識別されたタ Write
SendTaskFailure スクが失敗したことを報告する
許可を付与
指定された taskToken によって
SendTaskHeartbeat
表されるタスクがまだ進行中で
あることを、サービスに報告す
る許可を付与

Write

taskToken によって識別されたタ Write
SendTaskSuccessスクが正常に完了したことを報
告する許可を付与
StartExecution

ステートマシンの実行を開始す
る許可を付与

Write

statemachine* (p. 1888)

同期高速状態マシンの実行を開
StartSyncExecution
始する許可を付与

Write

statemachine* (p. 1888)

StopExecution

実行を停止する許可を付与

Write

execution* (p. 1888)

TagResource

AWS Step Functions リソースに
タグを付けるアクセス許可を付
与

タグ付け

activity (p. 1888)
statemachine (p. 1888)
aws:TagKeys (p. 1888)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1888)

AWS Step Functions リソースか
UntagResource らタグを削除するアクセス許可
を付与

タグ付け

activity (p. 1888)
statemachine (p. 1888)
aws:TagKeys (p. 1888)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ステートマシンを更新する許可
UpdateStateMachine
を付与

Write

依存アク
ション

statemachine* (p. 1888)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1888)
aws:TagKeys (p. 1888)

AWS Step Functions で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1886)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

activity

arn:${Partition}:states:${Region}:
${Account}:activity:${ActivityName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1888)

execution

arn:${Partition}:states:${Region}:
${Account}:execution:${StateMachineName}:
${ExecutionId}

statemachine

arn:${Partition}:states:${Region}:
${Account}:stateMachine:${StateMachineName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1888)

AWS Step Functions の条件キー
AWS Step Functions では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーが定義されま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで許可されているタグキーと値のペアによってア
クセスをフィルタリング

文字列

タグキーとリソースの値のペアによってアクセスをフィルタ
リング

文字列

リクエストで許可されているタグキーのリストによってアク
セスをフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS Storage Gateway のアクション、リソースおよ
び条件キー
AWS Storage Gateway (サービスプレフィックス: storagegateway) には、IAM 許可ポリシーで使用でき
るように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Storage Gateway で定義されるアクション (p. 1889)
• AWS Storage Gateway で定義されるリソースタイプ (p. 1898)
• AWS Storage Gateway の条件キー (p. 1899)

AWS Storage Gateway で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

以前ホストにデプロイしたゲー
ActivateGateway トウェイをアクティブ化する許
可を付与

書き込み

AddCache

キャッシュされたボリューム
ゲートウェイのキャッシュとし
て 1 つまたは複数のゲートウェ
イローカルディスクを設定する
許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定されたリソースに 1 つ以上
AddTagsToResource
のタグを追加する権限を付与し
ます

タグ付け

gateway (p. 1899)
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依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

share (p. 1899)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

tape (p. 1899)
volume (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)
指定したゲートウェイのアップ
AddUploadBuffer ロードバッファとして 1 つまた
は複数のゲートウェイローカル
ディスクを設定する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの作業ストレージ
AddWorkingStorage
として 1 つまたは複数のゲート
ウェイローカルディスクを設定
する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定されたターゲットプールに
AssignTapePool テープを移動する許可を付与

書き込み

tape* (p. 1899)

Amazon FSX ファイルシステム
AssociateFileSystem
を Amazon FSX ファイルゲート
ウェイに関連付けるアクセス許
可を付与します。

書き込み

tapepool* (p. 1899)
gateway* (p. 1899)

ds:DescribeDirectories

ec2:DescribeNetworkInter
fsx:DescribeFileSystems

iam:CreateServiceLinkedR
logs:CreateLogDelivery
logs:GetLogDelivery
logs:ListLogDeliveries
logs:UpdateLogDelivery
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)
AttachVolume

ボリュームを iSCSI 接続に接
続するアクセス許可を付与して
から、ボリュームを指定された
ゲートウェイにアタッチする

書き込み

プールのガバナンス保持ロック
BypassGovernanceRetention
をバイパスできるようにする許
可を付与

書き込み

1890

gateway* (p. 1899)
volume* (p. 1899)
tapepool* (p. 1899)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CancelArchival アーカイブプロセスが開始され
書き込み
た後で、仮想テープシェルフ
(VTS) への仮想テープのアーカイ
ブをキャンセルする許可を付与

gateway* (p. 1899)

取得プロセスが開始された後
CancelRetrieval で、仮想テープシェルフ (VTS)
からゲートウェイへの仮想テー
プの取得をキャンセルする許可
を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定されたキャッシュゲート
CreateCachediSCSIVolume
ウェイでキャッシュボリューム
を作成する許可を付与。このオ
ペレーションは、ゲートウェイ
キャッシュ型ボリュームアーキ
テクチャでのみサポートされて
います

書き込み

既存のファイルゲートウェイで
CreateNFSFileShare
NFS ファイル共有を作成する許
可を付与

書き込み

依存アク
ション

tape* (p. 1899)

tape* (p. 1899)

gateway* (p. 1899)
volume* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)
gateway* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

既存のファイルゲートウェイで
CreateSMBFileShare
SMB ファイル共有を作成する許
可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

ボリュームのスナップショット
CreateSnapshot を開始する許可を付与

書き込み

volume* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

ボリュームリカバリポイント
CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint
からゲートウェイのスナップ
ショットを開始する許可を付与

書き込み

volume* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

指定されたゲートウェイでボ
CreateStorediSCSIVolume
リュームを作成する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

テーププールを作成する許可を
CreateTapePool 付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

独自のバーコードを使用して仮
CreateTapeWithBarcode
想テープを作成する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)
tapepool* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

CreateTapes

1 つまたは複数の仮想テープを作
成する許可を付与。仮想テープ
にデータを書き込み、テープを
アーカイブします

書き込み

gateway* (p. 1899)
tapepool* (p. 1899)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

ゲートウェイ VTL に設定されて
DeleteAutomaticTapeCreationPolicy
いる自動テープ作成ポリシーを
削除する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの帯域幅レート制
DeleteBandwidthRateLimit
限を削除する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定された iSCSI ターゲットと
DeleteChapCredentials
イニシエータペアのチャレンジ
ハンドシェイク認証プロトコル
(CHAP) 認証情報を削除する許可
を付与

書き込み

target* (p. 1899)

ファイルゲートウェイからファ
DeleteFileShare イル共有を削除する許可を付与

書き込み

share* (p. 1899)

ゲートウェイを削除する許可を
付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ボリュームのスナップショット
DeleteSnapshotSchedule
を削除する許可を付与

書き込み

volume* (p. 1899)

DeleteTape

指定された仮想テープを削除す
る許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定した仮想テープを仮想テー
DeleteTapeArchive
プシェルフ (VTS) から削除する
許可を付与

書き込み

指定されたテーププールを削除
DeleteTapePool する許可を付与

書き込み

DeleteGateway
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tape* (p. 1899)

tapepool* (p. 1899)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteVolume

CreateCachediSCSIVolume ま
書き込み
たは CreateStorediSCSIVolume
API を使用して以前に作成した指
定済みゲートウェイボリューム
を削除する許可を付与

volume* (p. 1899)

ゲートウェイで実行された最新
DescribeAvailabilityMonitorTest
の高可用性モニタリングテスト
に関する情報を取得する許可を
付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの帯域幅レート制
DescribeBandwidthRateLimit
限を取得する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの帯域幅レート制
DescribeBandwidthRateLimitSchedule
限スケジュールを取得する許可
を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイのキャッシュに関
する情報を取得する許可を付
与。このオペレーションは、
ゲートウェイキャッシュ型ボ
リュームアーキテクチャでのみ
サポートされています

読み込み

gateway* (p. 1899)

リクエストで指定されたゲート
DescribeCachediSCSIVolumes
ウェイボリュームの説明を取得
する許可を付与。このオペレー
ションは、ゲートウェイキャッ
シュ型ボリュームアーキテク
チャでのみサポートされていま
す

読み込み

volume* (p. 1899)

ターゲットとイニシエータのペ
DescribeChapCredentials
アごとに 1 つずつ、指定した
iSCSI ターゲットのチャレンジ
ハンドシェイク認証プロトコル
(CHAP) 認証情報の配列を取得す
る許可を付与

読み込み

target* (p. 1899)

1 つまたは複数のファイルシステ
DescribeFileSystemAssociations
ムの関連付けの説明を取得する
ためのアクセス許可を付与しま
す。

読み込み

fsassociation* (p. 1899)

名前、ネットワークインター
DescribeGatewayInformation
フェイス、設定したタイムゾー
ン、および状態 (ゲートウェイ
が実行中かどうか) など、ゲート
ウェイに関するメタデータを取
得する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

DescribeCache
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

曜日と時刻を含むゲートウェイ
DescribeMaintenanceStartTime
の週次メンテナンス開始時刻を
確定する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

ファイルゲートウェイから 1 つ
DescribeNFSFileShares
または複数のファイル共有の説
明を取得するためのアクセス許
可を付与する

読み込み

share* (p. 1899)

ファイルゲートウェイから 1 つ
DescribeSMBFileShares
または複数のファイル共有の説
明を取得するためのアクセス許
可を付与する

読み込み

share* (p. 1899)

ファイルゲートウェイからサー
DescribeSMBSettings
バーメッセージブロック (SMB)
のファイル共有設定の説明を取
得する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

指定されたゲートウェイボ
DescribeSnapshotSchedule
リュームのスナップショットス
ケジュールを説明する許可を付
与

読み込み

volume* (p. 1899)

リクエストで指定されたゲート
DescribeStorediSCSIVolumes
ウェイボリュームの説明を取得
する許可を付与

読み込み

volume* (p. 1899)

仮想テープシェルフ (VTS) 内の
DescribeTapeArchives
指定された仮想テープの説明を
取得する許可を付与

読み込み

指定したゲートウェイ VTL で使
DescribeTapeRecoveryPoints
用可能な仮想テープリカバリポ
イントのリストを取得する許可
を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

DescribeTapes 仮想テープの指定された Amazon 読み込み
リソースネーム (ARN) の説明を
取得する許可を付与

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイのアップロード
DescribeUploadBuffer
バッファに関する情報を取得す
る許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

指定したゲートウェイの仮想
DescribeVTLDevices
テープライブラリ (VTL) デバイ
スの説明を取得する許可を付与

読み込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの作業ストレージ
DescribeWorkingStorage
に関する情報を取得する許可を
付与

読み込み

gateway* (p. 1899)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DetachVolume

iSCSI 接続からボリュームを切断
するアクセス許可を付与してか
ら、指定されたゲートウェイか
らそのボリュームを切断する

書き込み

volume* (p. 1899)

ゲートウェイが機能しなくなっ
DisableGateway たときにゲートウェイを無効に
する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

Amazon FSX ファイルゲート
DisassociateFileSystem
ウェイから Amazon FSX ファイ
ルシステムの関連付けを解除す
る許可を付与。

書き込み

fsassociation* (p. 1899)

JoinDomain

書き込み

gateway* (p. 1899)

アカウントが所有する指定済み
ListAutomaticTapeCreationPolicies
のゲートウェイ VTL またはすべ
てのゲートウェイ VTL に設定
されている自動テープ作成ポリ
シーを一覧表示する許可を付与

リスト

gateway* (p. 1899)

ListFileShares

特定のファイルゲートウェイの
ファイル共有の一覧、または呼
び出し元のユーザーアカウント
に属するファイル共有の一覧を
取得する許可を付与

リスト

gateway* (p. 1899)

指定されたゲートウェイのファ
ListFileSystemAssociations
イルシステムの関連付け一覧を
取得するためのアクセス許可を
付与します。

リスト

gateway* (p. 1899)

ListGateways

リクエストで指定されたリー
ジョンの AWS アカウント が
所有するゲートウェイを一覧表
示するアクセス許可を付与しま
す。返されるリストは、ゲート
ウェイ Amazon リソースネーム
(ARN) によって順序付けられま
す

リスト

ListLocalDisks

ゲートウェイのローカルディス
クのリストを取得する許可を付
与

リスト

gateway* (p. 1899)

指定されたリソースに追加され
ListTagsForResource
たタグを取得する許可を付与

リスト

gateway (p. 1899)

Active Directory ドメインに参加
できるようにする許可を付与

share (p. 1899)
tape (p. 1899)
volume (p. 1899)
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依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListTapePools

AWS アカウント が所有するテー
ププールを一覧表示するアクセ
ス許可を付与します

リスト

tapepool* (p. 1899)

ListTapes

仮想テープライブラリ (VTL) と
仮想テープシェルフ (VTS) の仮
想テープを一覧表示する許可を
付与

リスト

tape* (p. 1899)

ボリュームに接続されている
ListVolumeInitiators
iSCSI イニシエータを一覧表示す
る許可を付与

リスト

volume* (p. 1899)

指定したゲートウェイのリカバ
ListVolumeRecoveryPoints
リポイントを一覧表示する許可
を付与

リスト

gateway* (p. 1899)

ListVolumes

リスト

gateway* (p. 1899)

NFS ファイル共有に書き込まれ
NotifyWhenUploaded
たすべてのファイルが Amazon
S3 にアップロードされたときに
CloudWatch Events を通じて通
知を送信する許可を付与

書き込み

share* (p. 1899)

RefreshCache

指定したファイル共有のキャッ
シュを更新する許可を付与

書き込み

share* (p. 1899)

指定されたリソースから 1 つ以
RemoveTagsFromResource
上のタグを削除する権限を付与
します

タグ付け

gateway (p. 1899)

ゲートウェイの iSCSI 保存ボ
リュームを一覧表示する許可を
付与

依存アク
ション

share (p. 1899)
tape (p. 1899)
volume (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

ResetCache

エラーが発生したすべての
キャッシュディスクをリセッ
トするアクセス許可を付与し、
ディスクをキャッシュストレー
ジとして再設定できるようにす
る

書き込み

gateway* (p. 1899)

アーカイブされた仮想テープを
RetrieveTapeArchive
仮想テープシェルフ (VTS) から
ゲートウェイ VTL に取得する許
可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定した仮想テープのリカバリ
RetrieveTapeRecoveryPoint
ポイントを取得する許可を付与

書き込み
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tape* (p. 1899)
gateway* (p. 1899)
tape* (p. 1899)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

VM ローカルコンソールのパス
SetLocalConsolePassword
ワードを設定する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

SMB ゲストユーザーのパスワー
SetSMBGuestPassword
ドを設定する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイをシャットダウン
ShutdownGatewayする許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定されたゲートウェイがホス
StartAvailabilityMonitorTest
ト環境で高可用性モニタリング
用に構成されていることを確認
するテストを開始する許可を付
与

書き込み

gateway* (p. 1899)

StartGateway

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイ VTL に設定されて
UpdateAutomaticTapeCreationPolicy
いる自動テープ作成ポリシーを
更新する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの帯域幅レート制
UpdateBandwidthRateLimit
限を更新する許可を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイの帯域幅レート制
UpdateBandwidthRateLimitSchedule
限スケジュールを更新する許可
を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

指定された iSCSI ターゲットの
UpdateChapCredentials
チャレンジハンドシェイク認証
プロトコル (CHAP) 認証情報を
更新する許可を付与

書き込み

target* (p. 1899)

ファイルシステムの関連付けを
UpdateFileSystemAssociation
更新する許可を付与。

書き込み

fsassociation* (p. 1899)

以前にシャットダウンしたゲー
トウェイを起動する許可を付与

依存アク
ション

tapepool* (p. 1899)

logs:CreateLogDelivery
logs:DeleteLogDelivery
logs:GetLogDelivery
logs:ListLogDeliveries
logs:UpdateLogDelivery

ゲートウェイの名前とタイム
UpdateGatewayInformation
ゾーンを含む、ゲートウェイの
メタデータを更新する許可を付
与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイ仮想マシン (VM) ソ
UpdateGatewaySoftwareNow
フトウェアを更新する許可を付
与

書き込み

gateway* (p. 1899)
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Storage Gateway

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

曜日と時刻を含むゲートウェイ
UpdateMaintenanceStartTime
の週次メンテナンス開始時刻情
報を更新する許可を付与。メン
テナンス時間は、ゲートウェイ
のタイムゾーンの時間です

書き込み

gateway* (p. 1899)

NFS ファイル共有を更新する許
UpdateNFSFileShare
可を付与

書き込み

share* (p. 1899)

SMB ファイル共有を更新する許
UpdateSMBFileShare
可を付与

書き込み

share* (p. 1899)

ゲートウェイ上の共有がネット
UpdateSMBFileShareVisibility
ビューまたは参照リストに表示
されるかどうかを更新する許可
を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイ上の SMB ファイル
UpdateSMBLocalGroups
共有に対する特別な許可を持つ
アクティブディレクトリのユー
ザーとグループのリストを更新
する許可を付与します

書き込み

gateway* (p. 1899)

ファイルゲートウェイで SMB セ
UpdateSMBSecurityStrategy
キュリティ戦略を更新する許可
を付与

書き込み

gateway* (p. 1899)

ゲートウェイボリューム用に構
UpdateSnapshotSchedule
成されたスナップショットスケ
ジュールを更新する許可を付与

書き込み

volume* (p. 1899)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1899)
aws:TagKeys (p. 1899)

ゲートウェイ VTL でメディア
UpdateVTLDeviceType
チェンジャーのタイプを更新す
る許可を付与

書き込み

device* (p. 1898)

AWS Storage Gateway で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1889)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
device

条件キー

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:gateway/${GatewayId}/device/
${Vtldevice}
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リソースタイプ ARN

条件キー

fs-association

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:fs-association/${FsaId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

gateway

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:gateway/${GatewayId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

share

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:share/${ShareId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

tape

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:tape/${TapeBarcode}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

tapepool

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:tapepool/${PoolId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

target

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:gateway/${GatewayId}/target/
${IscsiTarget}

volume

arn:${Partition}:storagegateway:${Region}:
${Account}:gateway/${GatewayId}/volume/
${VolumeId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1899)

AWS Storage Gateway の条件キー
AWS Storage Gateway では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon Sumerian のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Sumerian (サービスプレフィックス: sumerian) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Sumerian で定義されるアクション (p. 1900)
• Amazon Sumerian で定義されるリソースタイプ (p. 1900)
• Amazon Sumerian の条件キー (p. 1901)

Amazon Sumerian で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Login [アクセ
ス許可のみ]

Sumerian コンソールにログイン
するアクセス許可を付与

書き込み

ViewRelease
[アクセス許可
のみ]

プロジェクトリリースを表示す
るアクセス許可を付与

読み込み

依存アク
ション

project* (p. 1900)

Amazon Sumerian で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1900)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
project

条件キー

arn:${Partition}:sumerian:${Region}:
${Account}:project:${ProjectName}
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Amazon Sumerian の条件キー
Sumerian には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、
「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS Support のアクション、リソース、条件キー
AWS Support (サービスプレフィックス: support) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよう
に、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Support で定義されるアクション (p. 1901)
• AWS Support で定義されるリソースタイプ (p. 1903)
• AWS Support の条件キー (p. 1903)

AWS Support で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

Note
AWS Support では、ケースにアクセスして変更し解決することや、Trusted Advisor アクショ
ンを使用することができます。サポート API を使用して Trusted Advisor 関連のアクショ
ンを呼び出す場合、「trustedadvisor:*」アクションのいずれもアクセスを制限しません。
「trustedadvisor:*」アクションは、AWS Management Console の Trusted Advisor にのみ適用さ
れます。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS Support ケースに 1 つまた
AddAttachmentsToSet
は複数の添付ファイルを追加し
ます。

Write

AWS Support ケースにお客様と
AddCommunicationToCase
の通信を追加します。

Write

CreateCase

Write

新しい AWS Support ケースを作
成します。

添付ファイルの説明を返しま
DescribeAttachment
す。

Read

これは、セカンダリサービスが
DescribeCaseAttributes
AWS Support ケース属性を読み
取ることができる内部管理され
た関数です。

Read

DescribeCases

指定された入力に一致する AWS
Support ケースのリストを返しま
す。

Read

1 つまたは複数の AWS Support
DescribeCommunications
ケースの通信と添付ファイルを
返します。

Read

AWS Support ケースの問題タイ
DescribeIssueTypes
プを返します。

Read

AWS のサービスと、それぞれの
DescribeServices サービスに適用されるカテゴリ
の最新のリストを返します。

Read

AWS Support ケースに割り当て
DescribeSeverityLevels
ることができる重大度レベルの
リストを返します。

Read

AWS アカウント識別子のサポー
DescribeSupportLevel
トレベルを返します。

Read

チェック識別子のリストに基
DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses
づいて Trusted Advisor の更新
チェックのステータスを返しま
す。

Read

指定されたチェック識別子を持
DescribeTrustedAdvisorCheckResult
つ Trusted Advisor チェックの結
果を返します。

Read

指定されたチェック識別子を持
DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries
つ Trusted Advisor チェックの結
果のサマリーを返します。

Read

名前、識別子、カテゴリ、説
DescribeTrustedAdvisorChecks
明など、使用可能なすべての

Read
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

Trusted Advisor チェックのリス
トを返します。
これは、AWS Support センター
InitiateCallForCase
で通話を開始するための内部管
理された関数です。

Write

これは、AWS Support センター
InitiateChatForCase
でチャットを開始するための内
部管理された関数です。

Write

これは、セカンダリサービスが
PutCaseAttributesAWS Support ケースに属性をア
タッチできるようにする内部管
理された関数です。

Write

AWS Support ケースのコミュニ
RateCaseCommunication
ケーションを評価します。

Write

指定されたチェック識別子を持
RefreshTrustedAdvisorCheck
つ Trusted Advisor チェックの更
新をリクエストします。

Write

ResolveCase

Write

AWS Support ケースを解決しま
す。

指定された入力に一致する AWS
SearchForCases Support ケースのリストを返しま
す。

Read

AWS Support で定義されるリソースタイプ
AWS Support では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポート
されていません。AWS Support へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定し
ます。

AWS Support の条件キー
サポートには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS サステナビリティのアクション、リソース、条
件キー
AWS サステナビリティ (サービスプレフィックス: sustainability) では、以下のサービス固有のリ
ソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーで使用可能で
す。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
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• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS サステナビリティで定義されるアクション (p. 1904)
• AWS サステナビリティで定義されるリソースタイプ (p. 1904)
• AWS サステナビリティの条件キー (p. 1904)

AWS サステナビリティで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

カーボンフットプリントツール
GetCarbonFootprintSummary
を表示するアクセス許可を付与

依存アク
ション

読み取り

AWS サステナビリティで定義されるリソースタイプ
AWS サステナビリティは、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定を
サポートしていません。AWS サステナビリティへのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AWS サステナビリティの条件キー
サステナビリティには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテ
キストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについ
ては、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Systems Manager のアクション、リソース、お
よび条件キー
AWS Systems Manager (サービスプレフィックス: ssm) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以
下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
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参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Systems Manager で定義されるアクション (p. 1905)
• AWS Systems Manager で定義されるリソースタイプ (p. 1918)
• AWS Systems Manager の条件キー (p. 1920)

AWS Systems Manager で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した AWS リソースの 1 つ以 タグ付け
AddTagsToResource
上のタグを追加または上書きす
る許可を付与

依存アク
ション

association (p. 1919)
automationexecution (p. 1919)
document (p. 1919)
instance (p. 1919)
maintenancewindow (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
opsitem (p. 1919)
opsmetadata (p. 1919)
parameter (p. 1920)
patchbaseline (p. 1920)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

task (p. 1920)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)
OpsItem に RelatedItem を関連
AssociateOpsItemRelatedItem
付けるためのアクセス許可を付
与

書き込み

指定した Run Command コマン
CancelCommand ドをキャンセルする許可を付与

書き込み

進行中のメンテナンスウィンド
CancelMaintenanceWindowExecution
ウの実行をキャンセルする許可
を付与

書き込み

オンプレミスサーバーと仮想マ
CreateActivation シン (VM) を Systems Manager
に登録するために使用するアク
ティベーションを作成する許可
を付与

書き込み

指定した Systems Manager ド
CreateAssociationキュメントを、指定したインス
タンスまたは他のターゲットに
関連付けるアクセス許可を付与

書き込み

opsitem* (p. 1919)

maintenancewindow* (p. 1919)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)
document* (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

1 つのコマンドで複数の
CreateAssociationBatch
CreateAssociation オペレーショ
ンのエントリを結合する許可を
付与

書き込み

Systems Manager SSM ドキュメ
CreateDocument ントを作成する許可を付与

書き込み

document* (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
document* (p. 1919)

iam:PassRole

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

メンテナンスウィンドウを作成
CreateMaintenanceWindow
する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

1906

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateOpsItem

OpsCenter で OpsItem を作成す
る許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

AWS リソースの OpsMetadata
CreateOpsMetadata
オブジェクトを作成する許可を
付与

書き込み

パッチベースラインを作成する
CreatePatchBaseline
許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

リソースデータ同期設定を作成
CreateResourceDataSync
する許可を付与。この設定は、
マネージドインスタンスからイ
ンベントリデータを定期的に収
集し、Amazon S3 バケット内の
データを更新

書き込み

マネージドインスタンスの指定
DeleteActivation されたアクティベーションを削
除する許可を付与

書き込み

指定した SSM ドキュメントを指
DeleteAssociation定したインスタンスから関連付
け解除する許可を付与

書き込み

resourcedatasync* (p. 1920)
ssm:SyncType (p. 1921)

association (p. 1919)
document (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)

指定した SSM ドキュメントとそ
DeleteDocument のインスタンスの関連付けを削
除する許可を付与

書き込み

カスタムインベントリタイプま
DeleteInventory たは当該タイプに関連付けられ
ているデータを削除する許可を
付与

書き込み

指定したメンテナンスウィンド
DeleteMaintenanceWindow
ウを削除する許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

OpsMetadata オブジェクトを削
DeleteOpsMetadata
除する許可を付与

書き込み

opsmetadata* (p. 1919)

指定した SSM パラメータを削除
DeleteParameter する許可を付与

書き込み

parameter* (p. 1920)

複数の指定する SSM パラメータ
DeleteParametersを削除する許可を付与

書き込み

parameter* (p. 1920)

1907

document* (p. 1919)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

指定したパッチベースラインを
DeletePatchBaseline
削除する許可を付与

書き込み

patchbaseline* (p. 1920)

指定したリソースデータ同期を
DeleteResourceDataSync
削除する許可を付与

書き込み

resourcedatasync* (p. 1920)

Systems Manager から指定した
DeregisterManagedInstance
オンプレミスサーバーまたは仮
想マシン (VM) の登録を解除する
許可を付与

書き込み

指定したパッチベースライン
DeregisterPatchBaselineForPatchGroup
を、指定したパッチグループの
デフォルトパッチベースライン
から登録解除する許可を付与

書き込み

patchbaseline* (p. 1920)

指定したターゲットをメンテナ
DeregisterTargetFromMaintenanceWindow
ンスウィンドウから登録解除す
る許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

指定されたタスクをメンテナン
DeregisterTaskFromMaintenanceWindow
スウィンドウから登録解除する
許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

指定されたマネージドインスタ
DescribeActivations
ンスのアクティベーションに関
する詳細を表示する許可を付与
（作成日時、アクティベーショ
ンを使用して登録されたインス
タンスの数など）

読み取り

指定したインスタンスまたは
DescribeAssociation
ターゲットの指定した関連付け
の詳細を表示する許可を付与

読み取り

ssm:SyncType (p. 1921)
managedinstance* (p. 1919)
ssm:resourceTag/
tagkey (p. 1921)

association (p. 1919)
document (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)

指定した関連付け実行に関する
DescribeAssociationExecutionTargets
情報を表示する許可を付与

読み取り

association* (p. 1919)

指定した関連付けのすべての実
DescribeAssociationExecutions
行を表示する許可を付与

読み取り

association* (p. 1919)

すべてのアクティブなオート
DescribeAutomationExecutions
メーション実行と終了したオー
トメーション実行の詳細を表示
する許可を付与

読み取り

1908

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

オートメーションワークフロー
DescribeAutomationStepExecutions
でアクティブなステップ実行と
終了したステップ実行のすべて
を表示する許可を付与

読み取り

パッチベースラインに含める資
DescribeAvailablePatches
格のあるすべてのパッチを表示
する許可を付与

読み取り

指定した SSM ドキュメントの詳
DescribeDocument
細を表示する許可を付与

読み取り

document* (p. 1919)

Systems Manager コンソールで
DescribeDocumentParameters
SSM ドキュメントパラメータに
関する情報を表示する許可を付
与（内部 Systems Manager のア
クション）

読み取り

document* (p. 1919)

指定した SSM ドキュメントのア
DescribeDocumentPermission
クセス許可を表示する許可を付
与

読み取り

document* (p. 1919)

指定したインスタンスの現在の
DescribeEffectiveInstanceAssociations
関連付けをすべて表示する許可
を付与

読み取り

instance* (p. 1919)

指定したパッチベースラインに
DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline
現在関連付けられているパッ
チの詳細を表示する許可を付与
（Windows のみ）

読み取り

patchbaseline* (p. 1920)

指定したインスタンスの関連付
DescribeInstanceAssociationsStatus
けのステータスを表示する許可
を付与

読み取り

instance* (p. 1919)

指定したインスタンスに関する
DescribeInstanceInformation
詳細を表示する許可を付与

読み取り

指定したインスタンスのパッチ
DescribeInstancePatchStates
に関するステータスの詳細を表
示する許可を付与

読み取り

指定したパッチグループ内のイ
DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup
ンスタンスのパッチ状態の概要
を記述する許可を付与

読み取り

指定したインスタンスのパッチ
DescribeInstancePatches
に関する全般的な詳細を表示す
る許可を付与

読み取り

マネージドインスタンスのノー
DescribeInstanceProperties
ドをレンダリングするアクセス
許可をユーザーの Amazon EC2
コンソールに付与

読み取り

1909

automationexecution* (p. 1919)

managedinstance* (p. 1919)

managedinstance* (p. 1919)

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したインベントリ削除の詳
DescribeInventoryDeletions
細を表示する許可を付与

依存アク
ション

読み取り

メンテナンスウィンドウに対し
リスト
DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations
て指定したタスク実行の詳細を
表示する許可を付与
指定したメンテナンスウィンド
DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks
ウの実行中に実行されたタスク
の詳細を表示する許可を付与

リスト

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したメンテナンスウィンド
DescribeMaintenanceWindowExecutions
ウの実行を表示する許可を付与

リスト

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したメンテナンスウィンド
DescribeMaintenanceWindowSchedule
ウの今後の実行に関する詳細を
表示する許可を付与

リスト

指定したメンテナンスウィンド
DescribeMaintenanceWindowTargets
ウに関連付けられているター
ゲットのリストを表示する許可
を付与

リスト

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したメンテナンスウィンド
DescribeMaintenanceWindowTasks
ウに関連付けられたタスクのリ
ストを表示する許可を付与

リスト

maintenancewindow* (p. 1919)

すべてまたは指定したメンテナ
DescribeMaintenanceWindows
ンスウィンドウに関する情報を
表示する許可を付与

リスト

指定したインスタンスに関連付
DescribeMaintenanceWindowsForTarget
けられたメンテナンスウィンド
ウのターゲットおよびタスクに
関する情報を表示する許可を付
与

リスト

指定した OpsItems の詳細を表示
DescribeOpsItemsする許可を付与

読み取り

指定した SSM パラメータの詳細
DescribeParameters
を表示する許可を付与

リスト

指定した条件を満たすパッチ
DescribePatchBaselines
ベースラインに関する情報を表
示する許可を付与

リスト

指定したパッチグループのパッ
DescribePatchGroupState
チの集約ステータス詳細を表示
する許可を付与

リスト

指定したパッチグループのパッ
DescribePatchGroups
チベースラインに関する情報を
表示する許可を付与

リスト

1910

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定したオペレーティングシス
DescribePatchProperties
テムおよびパッチプロパティで
使用可能なパッチの詳細を表示
する許可を付与

リスト

指定した検索条件を満たす最近
DescribeSessionsの Session Manager セッション
のリストを表示する許可を付与

リスト

OpsItem から RelatedItem の関
DisassociateOpsItemRelatedItem
連付けを解除するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

opsitem* (p. 1919)

指定したオートメーション実行
GetAutomationExecution
の詳細を表示する許可を付与

読み取り

automationexecution* (p. 1919)

GetCalendar
[アクセス許可
のみ]

特定のカレンダーの詳細を表示
する許可を付与

読み取り

document* (p. 1919)

変更カレンダーまたは変更カレ
GetCalendarStateンダーの一覧のカレンダーの状
態を表示する許可を付与

読み取り

document* (p. 1919)

指定した呼び出しまたはプラグ
GetCommandInvocation
インのコマンド実行に関する詳
細を表示する許可を付与

読み取り

指定したマネージドインスタン
GetConnectionStatus
スの Session Manager 接続ス
テータスを表示する許可を付与

読み取り

依存アク
ション

instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
task (p. 1920)
ssm:resourceTag/
${TagKey} (p. 1921)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

指定したオペレーティングシス
GetDefaultPatchBaseline
テムタイプの現在の既定のパッ
チベースラインを表示する許可
を付与

読み取り

指定したインスタンスの現在
GetDeployablePatchSnapshotForInstance
のパッチベースラインスナップ
ショットを取得する許可を付与

読み取り

GetDocument

読み取り

指定された SSM ドキュメントの
内容を表示する許可を付与

1911

patchbaseline* (p. 1920)

document* (p. 1919)
ssm:DocumentCategories (p. 1921)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetInventory

指定した基準に従ってインスタ
ンスインベントリの詳細を表示
する許可を付与

読み取り

指定したインベントリ項目タイ
GetInventorySchema
プのインベントリタイプまたは
属性名のリストを表示する許可
を付与

読み取り

指定したメンテナンスウィンド
GetMaintenanceWindow
ウの詳細を表示する許可を付与

読み取り

指定したメンテナンスウィンド
GetMaintenanceWindowExecution
ウの実行に関する詳細を表示す
る許可を付与

読み取り

指定したメンテナンスウィンド
GetMaintenanceWindowExecutionTask
ウの実行タスクの詳細を表示す
る許可を付与

読み取り

特定のターゲットで実行されて
GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation
いる特定のメンテナンスウィン
ドウのタスクの詳細を表示する
許可を付与

読み取り

指定したメンテナンスウィンド
GetMaintenanceWindowTask
ウに登録されたタスクの詳細を
表示する許可を付与

読み取り

GetManifest
[アクセス許可
のみ]

Systems Manager および SSM
Agent に、インスタンスのパッ
ケージのインストール要件を
決定する許可を付与（内部
Systems Manager の呼び出し）

読み取り

GetOpsItem

指定した OpsItem に関する情報
を表示する許可を付与

読み取り

opsitem* (p. 1919)

OpsMetadata オブジェクトを取
GetOpsMetadata 得する許可を付与

読み取り

opsmetadata* (p. 1919)

指定したフィルターとアグリ
GetOpsSummary ゲータに基づいて OpsItems に関
する概要情報を表示する許可を
付与

読み取り

resourcedatasync* (p. 1920)

GetParameter

指定したパラメータに関する情
報を表示する許可を付与

読み取り

parameter* (p. 1920)

指定したパラメータの詳細と変
GetParameterHistory
更を表示する許可を付与

読み取り

parameter* (p. 1920)

指定した複数のパラメータに関
する情報を表示する許可を付与

読み取り

parameter* (p. 1920)

GetParameters

1912

依存アク
ション

maintenancewindow* (p. 1919)

maintenancewindow* (p. 1919)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定した階層内のパラメータに
GetParametersByPath
関する情報を表示する許可を付
与

読み取り

指定したパッチベースラインに
GetPatchBaseline関する情報を表示する許可を付
与

読み取り

patchbaseline* (p. 1920)

指定したパッチグループの現在
GetPatchBaselineForPatchGroup
のパッチベースラインの ID を表
示する許可を付与

読み取り

patchbaseline* (p. 1920)

AWS のサービスのアカウントレ
GetServiceSettingベルの設定を表示する許可を付
与

読み取り

servicesetting* (p. 1920)

指定したバージョンのパラメー
LabelParameterVersion
タに識別ラベルを適用する許可
を付与

書き込み

parameter* (p. 1920)

指定した関連付けのバージョン
ListAssociationVersions
を一覧表示する許可を付与

リスト

association* (p. 1919)

指定した SSM ドキュメントまた
ListAssociations はマネージドインスタンスの関
連付けを一覧表示する許可を付
与

リスト

指定したインスタンスに送信さ
ListCommandInvocations
れたコマンド呼び出しに関する
情報を一覧表示する許可を付与

リスト

ListCommands 指定したインスタンスに送信さ
れたコマンドを一覧表示する許
可を付与

リスト

指定したリソース上の指定した
ListComplianceItems
リソースタイプに対するコンプ
ライアンスステータスを一覧表
示する許可を付与

リスト

指定したコンプライアンスタイ
ListComplianceSummaries
プについて、準拠リソースと非
準拠リソースの集計カウントを
一覧表示する許可を付与

リスト

指定した SSM ドキュメントにつ
ListDocumentMetadataHistory
いてのメタデータ履歴を表示す
る許可を付与

リスト

document* (p. 1919)

指定したドキュメントのすべて
ListDocumentVersions
のバージョンを一覧表示する許
可を付与

リスト

document* (p. 1919)

1913

依存アク
ション

parameter* (p. 1920)
ssm:Recursive (p. 1921)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListDocuments

指定した SSM ドキュメントに関
する情報を表示する許可を付与

リスト

SSM Agent に、新しいステー
ListInstanceAssociations
トマネージャーの関連付けを
チェックするアクセス許可を付
与（内部 Systems Manager の呼
び出し）

リスト

指定したインスタンスの指定し
ListInventoryEntries
たインベントリタイプのリスト
を表示する許可を付与

リスト

OpsItemEvents を表示する許可
ListOpsItemEventsを付与

リスト

OpsItem RelatedItems の詳細を
ListOpsItemRelatedItems
表示するためのアクセス許可を
付与

リスト

OpsMetadata オブジェクトのリ
ListOpsMetadata ストを表示する許可を付与

リスト

リソースレベルの集計カウント
ListResourceComplianceSummaries
を一覧表示する許可を付与

リスト

アカウントのリソースデータ同
ListResourceDataSync
期設定に関する情報を一覧表示
する許可を付与

リスト

指定したリソースのリソースタ
ListTagsForResource
グのリストを表示する許可を付
与

リスト

依存アク
ション

instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)

ssm:SyncType (p. 1921)

association (p. 1919)
automationexecution (p. 1919)
document (p. 1919)
maintenancewindow (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
opsitem (p. 1919)
opsmetadata (p. 1919)
parameter (p. 1920)
patchbaseline (p. 1920)

カスタム SSM ドキュメントを指
ModifyDocumentPermission
定した AWS アカウントと公開で
または非公開で共有する許可を
付与

1914

経営へのア document* (p. 1919)
クセス権

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

PutCalendar
[アクセス許可
のみ]

特定のカレンダーを作成/編集す
る許可を付与

書き込み

document* (p. 1919)

指定したリソースのコンプライ
PutComplianceItems
アンスタイプおよびその他のコ
ンプライアンス詳細を登録する
許可を付与

書き込み

instance (p. 1919)

SSM Agentに、 特定のエージェ
PutConfigurePackageResult
ントリクエスト（内部 Systems
[アクセス許可
Manager の呼び出し）の結果の
のみ]
レポートを生成する許可を付与

読み取り

PutInventory

指定した複数のマネージドイン
スタンスでインベントリ項目を
追加または更新する許可を付与

書き込み

PutParameter

SSM パラメータを作成する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

managedinstance (p. 1919)

parameter* (p. 1920)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)
ssm:Overwrite (p. 1921)

オペレーティングシステムタイ
RegisterDefaultPatchBaseline
プの既定のパッチベースライン
を指定する許可を付与

書き込み

Systems Manager Agent を登録
RegisterManagedInstance
するアクセス許可を付与

書き込み

patchbaseline* (p. 1920)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)

指定したパッチグループのデ
RegisterPatchBaselineForPatchGroup
フォルトのパッチベースライン
を指定する許可を付与

書き込み

patchbaseline* (p. 1920)

メンテナンスウィンドウでター
RegisterTargetWithMaintenanceWindow
ゲットを登録する許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したメンテナンスウィンド
RegisterTaskWithMaintenanceWindow
ウでタスクを登録する許可を付
与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したリソースから指定した
RemoveTagsFromResource
タグキーを削除する許可を付与

タグ付け

association (p. 1919)
automationexecution (p. 1919)
document (p. 1919)
instance (p. 1919)

1915

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Systems Manager

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

maintenancewindow (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
opsitem (p. 1919)
opsmetadata (p. 1919)
parameter (p. 1920)
patchbaseline (p. 1920)
task (p. 1920)
aws:TagKeys (p. 1920)
AWS アカウント のサービス設定
ResetServiceSetting
をデフォルト値にリセットする
許可を付与

書き込み

servicesetting* (p. 1920)

マネージドインスタンスに
ResumeSession Session Manager のセッション
を再接続する許可を付与

書き込み

session* (p. 1920)

指定したオートメーション実行
SendAutomationSignal
の現在の動作やステータスを変
更するための信号を送信する許
可を付与

書き込み

automationexecution* (p. 1919)

指定した 1 つ以上のマネージド
SendCommand インスタンスでコマンドを実行
する許可を付与

書き込み

document* (p. 1919)
bucket (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:resourceTag/
${TagKey} (p. 1921)

指定した関連付けを手動で実行
StartAssociationsOnce
する許可を付与

書き込み

association* (p. 1919)

オートメーションドキュメント
StartAutomationExecution
の実行を開始する許可を付与

書き込み

automationdefinition* (p. 1919)

自動化ドキュメントの実行を開
StartChangeRequestExecution
始する許可を付与

書き込み

automationdefinition* (p. 1919)
ssm:AutoApprove (p. 1920)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

StartSession

セッションマネージャーセッ
ションの指定したターゲットへ
の接続を開始する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

document (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
task (p. 1920)

ssm:SessionDocumentAccessCheck (p
ssm:resourceTag/
${TagKey} (p. 1921)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
既に進行中の指定したオート
StopAutomationExecution
メーションの実行を停止する許
可を付与

書き込み

automationexecution* (p. 1919)

インスタンスへの Session
TerminateSessionManager 接続を永続的に終了す
るアクセス許可を付与

書き込み

session* (p. 1920)

指定済みバージョンのパラメー
UnlabelParameterVersion
タから識別ラベルを削除する許
可を付与

書き込み

parameter* (p. 1920)

指定したターゲットで関連付け
UpdateAssociationを更新し、関連付けをただちに
実行する許可を付与

書き込み

association* (p. 1919)
document (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)

指定したインスタンスに関連付
UpdateAssociationStatus
けられている SSM ドキュメント
のステータスを更新する許可を
付与

書き込み

document* (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
ssm:SourceInstanceARN (p. 1921)

SSM ドキュメントの 1 つ以上の
UpdateDocument 値を更新する許可を付与

書き込み

document* (p. 1919)

SSM ドキュメントのデフォルト
UpdateDocumentDefaultVersion
バージョンを変更する許可を付
与

書き込み

document* (p. 1919)

SSM ドキュメントのメタデータ
UpdateDocumentMetadata
を更新する許可を付与

書き込み

document* (p. 1919)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

現在実行中の関連付けのステー
UpdateInstanceAssociationStatus
タスを更新するSSM Agentに
[アクセス許可
許可を付与（内部 Systems
のみ]
Manager の呼び出し）

書き込み

依存アク
ション

association* (p. 1919)
instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
ssm:SourceInstanceARN (p. 1921)

ハートビート信号をクラウド内
UpdateInstanceInformation
の Systems Manager サービスに
送信する SSM Agent に許可を付
与

書き込み

instance (p. 1919)
managedinstance (p. 1919)
ssm:SourceInstanceARN (p. 1921)

指定したメンテナンスウィンド
UpdateMaintenanceWindow
ウを更新する許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

メンテナンスウィンドウター
UpdateMaintenanceWindowTarget
ゲットを更新する許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

メンテナンスウィンドウタスク
UpdateMaintenanceWindowTask
を更新する許可を付与

書き込み

maintenancewindow* (p. 1919)

指定したマネージドインスタン
UpdateManagedInstanceRole
スに割り当てられた IAM ロール
を割り当てまたは変更する許可
を付与

書き込み

managedinstance* (p. 1919)

OpsItem を編集または変更する
UpdateOpsItem 許可を付与

書き込み

opsitem* (p. 1919)

OpsMetadata オブジェクトを更
UpdateOpsMetadata
新する許可を付与

書き込み

opsmetadata* (p. 1919)

指定したパッチベースラインを
UpdatePatchBaseline
更新する許可を付与

書き込み

patchbaseline* (p. 1920)

リソースデータの同期を更新す
UpdateResourceDataSync
る許可を付与

書き込み

resourcedatasync* (p. 1920)

AWS アカウント のサービス設定
UpdateServiceSetting
を更新する許可を付与

書き込み

ssm:resourceTag/
tagkey (p. 1921)

ssm:SyncType (p. 1921)
servicesetting* (p. 1920)

AWS Systems Manager で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1905)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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Note
一部の State Manager API パラメータは非推奨となりました。これは予期しない動作につながる
可能性があります。詳細については、「IAM を使用した関連付けの作業」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

association

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:association/${AssociationId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

automationexecution

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:automation-execution/
${AutomationExecutionId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

automationdefinition

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:automation-definition/
${AutomationDefinitionName}:${VersionId}

bucket

arn:${Partition}:s3:::${BucketName}

document

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:document/${DocumentName}

ssm:resourceTag/tagkey (p. 1921)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:DocumentCategories (p. 1921)

instance

arn:${Partition}:ec2:${Region}:
${Account}:instance/${InstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:resourceTag/
${TagKey} (p. 1921)

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
maintenancewindow
${Account}:maintenancewindow/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:resourceTag/tagkey (p. 1921)

managedinstance

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:managed-instance/${InstanceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:resourceTag/tagkey (p. 1921)

managedinstanceinventory

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:managed-instance-inventory/
${InstanceId}

opsitem

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:opsitem/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

opsmetadata

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:opsmetadata/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)
ssm:resourceTag/
${TagKey} (p. 1921)
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リソースタイプ ARN

条件キー

parameter

arn:${Partition}:ssm:
${Region}:${Account}:parameter/
${ParameterNameWithoutLeadingSlash}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:patchbaseline/
${PatchBaselineIdResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

patchbaseline

session

ssm:resourceTag/tagkey (p. 1921)

ssm:resourceTag/tagkey (p. 1921)

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:session/${SessionId}

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
resourcedatasync ${Account}:resource-data-sync/${SyncName}
servicesetting

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:servicesetting/${ResourceId}

windowtarget

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:windowtarget/${WindowTargetId}

windowtask

arn:${Partition}:ssm:${Region}:
${Account}:windowtask/${WindowTaskId}

task

arn:${Partition}:ecs:${Region}:
${Account}:task/${TaskId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1920)

AWS Systems Manager の条件キー
AWS Systems Manager は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

指定したタグで許可されている値のセットに基づいて「作
成」リクエストでアクセスをフィルタリング

文字列

AWS リソースに割り当てられたタグキーおよび値のペアに基
づいてアクセスをフィルタリング

文字列

aws:TagKeys

必須タグがリクエストに含まれているかどうかに基づいて、
「作成」リクエストでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

ssm:AutoApprove

ユーザーがレビューステップなしで (変更フリーズイベントは 文字列
例外) 、Change Manager ワークフローを開始するアクセス可
能を持っていることを確認して、アクセスをフィルタリング

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

ユーザーが特定のカテゴリに属するドキュメントにアクセス
ssm:DocumentCategories
する許可を持っていることを確認して、アクセスをフィルタ
リング

ArrayOfString

ssm:Overwrite

Systems Manager パラメータの上書きを許可することによっ
てアクセスをフィルタリング

文字列

ssm:Recursive

Systems Manager パラメータの階層構造のトラバースを許可
することによってアクセスをフィルタリング

文字列

ユーザーがデフォルトの Session Manager 設定ドキュメント
ssm:SessionDocumentAccessCheck
またはリクエストで指定されたカスタム設定ドキュメントに
アクセスする権限を持っていることを確認して、アクセスを
フィルタリング

Bool

リクエストの送信元である AWS Systems Manager のマネー
ssm:SourceInstanceARN
ジドインスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) を検証す
ることによってアクセスをフィルタリングします。EC2 イン
スタンスプロファイルに関連付けられた IAM ロールで認証さ
れたマネージドインスタンスからリクエストが送信された場
合、このキーは存在しません。

文字列

ssm:SyncType

リクエストで指定された ResourceDataSync SyncType に
ユーザーがアクセスできることを確認して、アクセスをフィ
ルタリング

文字列

ssm:resourceTag/
${TagKey}

Systems Manager リソースに割り当てられたタグのキーおよ
び値のペアに基づいてアクセスを許可することによってアク
セスをフィルタリング

文字列

ssm:resourceTag/
tag-key

Systems Manager リソースに割り当てられたタグのキーおよ
び値のペアに基づいてアクセスを許可することによってアク
セスをフィルタリング

文字列

AWS Systems Manager GUI Connectのアクション、
リソース、および条件キー
AWS Systems Manager GUI Connect (サービスプレフィックス: ssm-guiconnect) では、IAM アクセス
許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキスト
キーが用意されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Systems Manager GUI Connectで定義されるアクション (p. 1922)
• AWS Systems Manager GUI Connectで定義されるリソースタイプ (p. 1922)
• AWS Systems Manager GUI Connectの条件キー (p. 1922)
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AWS Systems Manager GUI Connectで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GUI Connect セッションを終了
CancelConnectionするアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

GetConnection GUI Connect セッションのメタ
[アクセス許可
データを取得するアクセス許可
のみ]
を付与

読み取り

GUI Connectセッションを開始す
StartConnection るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

依存アク
ション

AWS Systems Manager GUI Connectで定義されるリソースタイ
プ
AWS System Manager GUI Connectは、ResourceIAM ポリシーステートメントの 要素でのリソー
ス ARN の指定をサポートしていません。AWSSystems Manager GUI Connecにアクセスするに
は、“Resource”: “*”のポリシーで特定してください。

AWS Systems Manager GUI Connectの条件キー
GUI Connectには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS Systems Manager Incident Manager のアクショ
ン、リソース、および条件キー
AWS Systems Manager Incident Manager (サービスプレフィックス: ssm-incidents) では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Systems Manager Incident Manager によって定義されるアクション (p. 1923)
• AWS Systems Manager Incident Manager によって定義されたリソースタイプ (p. 1926)
• AWS Systems Manager Incident Manager の条件キー (p. 1927)

AWS Systems Manager Incident Manager によって定義されるア
クション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

レプリケーションセットを作成
CreateReplicationSet
するためのアクセス許可を付与
します

Write

iam:CreateServiceLinkedR

対応プランを作成するためのア
CreateResponsePlan
クセス許可を付与します

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インシデントレコードのタイム
CreateTimelineEvent
ラインイベントを作成するため
のアクセス許可を付与します

Write

インシデントレコードを削除す
DeleteIncidentRecord
るためのアクセス許可を付与し
ます

Write

incidentrecord* (p. 1926)

レプリケーションセットを削除
DeleteReplicationSet
するためのアクセス許可を付与
します

Write

replicationset* (p. 1926)

対応プランからリソースポリ
DeleteResourcePolicy
シーを削除するためのアクセス
許可を付与します

Permissions responsemanagement plan* (p. 1926)

対応プランを削除するためのア
DeleteResponsePlan
クセス許可を付与します

Write

responseplan* (p. 1926)

タイムラインイベントを削除す
DeleteTimelineEvent
るためのアクセス許可を付与し
ます

Write

incidentrecord* (p. 1926)

インシデントレコードの内容を
GetIncidentRecord表示するためのアクセス許可を
付与します

Read

incidentrecord* (p. 1926)

レプリケーションセットを表示
GetReplicationSetするためのアクセス許可を付与
します

Read

replicationset* (p. 1926)

対応プランのリソースポリシー
GetResourcePolicies
を表示するためのアクセス許可
を付与します

Read

responseplan* (p. 1926)

指定された対応プランの内容を
GetResponsePlan表示するためのアクセス許可を
付与します

Read

responseplan* (p. 1926)

タイムラインイベントを表示す
GetTimelineEventるためのアクセス許可を付与し
ます

Read

incidentrecord* (p. 1926)

すべてのインシデントレコード
ListIncidentRecords
の内容を一覧表示するためのア
クセス許可を付与します

リスト

インシデントレコードの関連ア
ListRelatedItems イテムを一覧表示するためのア
クセス許可を付与します

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

responseplan* (p. 1926)
すべてのレプリケーションセッ
ListReplicationSets
トを一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与します

リスト

すべての対応プランを一覧表示
ListResponsePlans
するためのアクセス許可を付与
します

リスト

指定したリソースのリソースタ
ListTagsForResource
グのリストを表示する許可を付
与

Read

インシデントレコードのすべて
ListTimelineEventsのタイムラインイベントを一覧
表示するためのアクセス許可を
付与します。

リスト

対応プランにリソースポリシー
PutResourcePolicy
を配置するためのアクセス許可
を付与します

Permissions responsemanagement plan* (p. 1926)

StartIncident

対応プランを使用して新しいイ
ンシデントを開始する許可を付
与

Write

responseplan* (p. 1926)

TagResource

対応プランにタグを追加するた
めのアクセス許可を付与します

タグ付け

incidentrecord (p. 1926)

incidentrecord (p. 1926)
responseplan (p. 1926)
incidentrecord* (p. 1926)
responseplan* (p. 1926)

responseplan (p. 1926)
aws:TagKeys (p. 1927)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1927)
対応プランからタグを削除する
UntagResource ためのアクセス許可を付与しま
す

タグ付け

incidentrecord (p. 1926)
responseplan (p. 1926)
aws:TagKeys (p. 1927)

レプリケーションセットの削除
UpdateDeletionProtection
保護を更新するためのアクセス
許可を付与します

Write

replicationset* (p. 1926)

インシデントレコードの内容を
UpdateIncidentRecord
更新するためのアクセス許可を
付与します

Write

incidentrecord* (p. 1926)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

responseplan* (p. 1926)
インシデントレコードの関連ア
UpdateRelatedItems
イテムを更新するためのアクセ
ス許可を付与します

Write

incidentrecord* (p. 1926)

レプリケーションセットを更新
UpdateReplicationSet
するためのアクセス許可を付与
します

Write

replicationset* (p. 1926)

対応プランの内容を更新するた
UpdateResponsePlan
めのアクセス許可を付与します

Write

responseplan* (p. 1926)

responseplan* (p. 1926)

iam:PassRole
ssmincidents:TagResource

aws:TagKeys (p. 1927)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1927)
タイムラインイベントを更新す
UpdateTimelineEvent
るためのアクセス許可を付与し
ます

Write

incidentrecord* (p. 1926)
responseplan* (p. 1926)

AWS Systems Manager Incident Manager によって定義されたリ
ソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1923)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

response-plan

arn:${Partition}:ssm-incidents::
${Account}:response-plan/${ResponsePlan}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1927)

incident-record

arn:${Partition}:ssm-incidents::
${Account}:incident-record/${ResponsePlan}/
${IncidentRecord}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1927)

replication-set

arn:${Partition}:ssm-incidents::
${Account}:replication-set/${ReplicationSet}
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AWS Systems Manager Incident Manager の条件キー
AWS Systems Manager Incident Manager は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件
キーを定義します。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込
むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts の
アクション、リソース、および条件キー
AWS Systems Manager Incident Manager Contacts (サービスプレフィックス: ssm-contacts) では、IAM
アクセス許可ポリシーで使用できるように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキス
トキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Systems Manager Incident Manager Contacts で定義されるアクション (p. 1927)
• AWS Systems Manager Incident Manager Contacts で定義されるリソースタイプ (p. 1930)
• AWS Systems Manager Incident Manager Contacts の条件キー (p. 1930)

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts で定義される
アクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AcceptPage

ページを受け入れるためのアク
セス許可を付与

Write

page* (p. 1930)

連絡先の連絡先チャネルを有効
ActivateContactChannel
化するためのアクセス許可を付
与

Write

contactchannel* (p. 1930)

エスカレーションプランで連絡
AssociateContact 先を使用するためのアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

Permissions contact* (p. 1930)
management

CreateContact

Write

連絡先を作成する許可を付与

contact* (p. 1930)

依存アク
ション

ssmcontacts:AssociateContac

aws:TagKeys (p. 1930)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1930)
連絡先の連絡先チャネルを作成
CreateContactChannel
するためのアクセス許可を付与

Write

contact* (p. 1930)

連絡先の連絡先チャネルを無効
DeactivateContactChannel
化するためのアクセス許可を付
与

Write

contactchannel* (p. 1930)

DeleteContact

Write

contact* (p. 1930)

連絡先の連絡先チャンネルを削
DeleteContactChannel
除するためのアクセス許可を付
与

書き込み

contactchannel* (p. 1930)

エンゲージメントを記述するた
DescribeEngagement
めのアクセス許可を付与

Read

engagement* (p. 1930)

DescribePage

ページを記述するためのアクセ
ス許可を付与

Read

page* (p. 1930)

GetContact

連絡先を取得するためのアクセ
ス許可を付与

Read

contact* (p. 1930)

連絡先の連絡先チャネルを取得
GetContactChannel
するためのアクセス許可を付与

読み取り

contactchannel* (p. 1930)

連絡先のリソースポリシーを取
GetContactPolicy 得するためのアクセス許可を付
与

読み取り

contact* (p. 1930)

連絡先を削除するためのアクセ
ス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

連絡先のすべての連絡先チャネ
ListContactChannels
ルを一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与

リスト

ListContacts

すべての連絡先を一覧表示する
ためのアクセス許可を付与

リスト

すべてのエンゲージメントを一
ListEngagements 覧表示するためのアクセス許可
を付与

リスト

ページのすべての受領書を一覧
ListPageReceipts 表示するためのアクセス許可を
付与

リスト

page* (p. 1930)

連絡先に送信されたすべての
ListPagesByContact
ページを一覧表示するためのア
クセス許可を付与

リスト

contact* (p. 1930)

エンゲージメントで作成された
ListPagesByEngagement
すべてのページを一覧表示する
ためのアクセス許可を付与

リスト

engagement* (p. 1930)

指定したリソースのリソースタ
ListTagsForResource
グのリストを表示する許可を付
与

読み取り

contact* (p. 1930)

連絡先にリソースポリシーを追
PutContactPolicy 加するためのアクセス許可を付
与

Write

contact* (p. 1930)

連絡先の連絡先チャネルのアク
SendActivationCode
ティベーションコードを送信す
るためのアクセス許可を付与

Write

contactchannel* (p. 1930)

エンゲージメントを開始するた
StartEngagement めのアクセス許可を付与

Write

contact* (p. 1930)

エンゲージメントを停止するた
StopEngagement めのアクセス許可を付与

書き込み

engagement* (p. 1930)

TagResource

タグ付け

contact* (p. 1930)

対応プランにタグを追加するた
めのアクセス許可を付与

依存アク
ション

contact* (p. 1930)

aws:TagKeys (p. 1930)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1930)

対応プランからタグを削除する
UntagResource ためのアクセス許可を付与

タグ付け

UpdateContact 連絡先を更新するためのアクセ
ス許可を付与

Write
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

連絡先の連絡先チャネルを更新
UpdateContactChannel
するためのアクセス許可を付与

書き込み

依存アク
ション

contactchannel* (p. 1930)

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts で定義される
リソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1927)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

contact

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1930)

arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:
${Account}:contact/${ContactAlias}

contactchannel arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:
${Account}:contactchannel/${ContactAlias}/
${ContactChannelId}
engagement

arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:
${Account}:engagement/${ContactAlias}/
${EngagementId}

page

arn:${Partition}:ssm-contacts:${Region}:
${Account}:page/${ContactAlias}/${PageId}

AWS Systems Manager Incident Manager Contacts の条件キー
AWS Systems Manager Incident Manager Contacts では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる
次の条件キーが定義されます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさ
らに絞り込むことができます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してくださ
い。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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AWS タグエディタのアクション、リソース、および
条件キー
AWS タグエディタ (サービスプレフィックス: resource-explorer) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されてい
ます。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS タグエディタで定義されるアクション (p. 1931)
• AWS タグエディタで定義されるリソースタイプ (p. 1932)
• AWS タグエディタの条件キー (p. 1932)

AWS タグエディタで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

タグエディターで現在サポート
ListResourceTypes
されているリソースタイプを取
[アクセス許可
得するためのアクセス許可を付
のみ]
与

リスト

ListResources
[アクセス許可
のみ]

AWS アカウント 内のリソースの
識別子を取得するアクセス許可
を付与

リスト

ListTags [アク
セス許可のみ]

指定されたリソース識別子にア
タッチされたタグを取得するた
めのアクセス許可を付与

Read

1931

依存アク
ション

tag:GetResources

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Tax Settings

AWS タグエディタで定義されるリソースタイプ
AWS タグエディタでは、ResourceIAM ポリシーステートメントの 要素でのリソース ARN の指定はサ
ポートされていません。AWS タグエディタへのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

AWS タグエディタの条件キー
タグエディターには、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Tax Settings のアクション、リソース、および
条件キー
AWS Tax Settings (サービスプレフィックス: tax) では、以下のサービス固有のリソース、アクションお
よび条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能です。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Tax Settingsで定義されるアクション (p. 1932)
• AWS Tax Settings で定義されるリソースタイプ (p. 1933)
• AWS Tax Settings の条件キー (p. 1933)

AWS Tax Settingsで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

GetExemptions

免税データを表示するアクセス
許可を付与

読み取り

免税データを更新するアクセス
UpdateExemptions
許可を付与

書き込み

依存アク
ション

AWS Tax Settings で定義されるリソースタイプ
AWS Tax Settings は、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定をサポー
トしていません。AWS Tax Settings へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指
定します。

AWS Tax Settings の条件キー
Tax Settings には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Textract のアクション、リソース、および条
件キー
Amazon Textract (サービスプレフィックス: textract) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるよ
うに、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Textract で定義されるアクション (p. 1933)
• Amazon Textract で定義されるリソースタイプ (p. 1935)
• Amazon Textract の条件キー (p. 1935)

Amazon Textract で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
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ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

入力として提供されるイメージ
AnalyzeDocument内の実際のドキュメントエン
ティティのインスタンスを検出
する許可を付与

読み取り

s3:GetObject

入力として提供されるイメージ
AnalyzeExpense 内の実際のドキュメントエン
ティティのインスタンスを検出
する許可を付与

読み取り

s3:GetObject

AnalyzeID

入力として提供されたアイデン
ティティドキュメントから関連
情報を検出する権限を付与しま
す。

読み取り

s3:GetObject

ドキュメントイメージ内のテキ
DetectDocumentText
ストを検出する許可を付与

読み取り

s3:GetObject

ドキュメント分析ジョブに関す
GetDocumentAnalysis
る情報を返す許可を付与

読み取り

ドキュメントテキスト検出ジョ
GetDocumentTextDetection
ブに関する情報を返す許可を付
与

読み取り

費用分析ジョブに関する情報を
GetExpenseAnalysis
返す許可を付与します。

読み取り

入力として提供されたイメージ
書き込み
StartDocumentAnalysis
または pdf 内の実際のドキュメン
トエンティティのインスタンス
を検出する非同期ジョブを開始
する許可を付与

s3:GetObject

ドキュメントイメージまたは pdf
StartDocumentTextDetection
内のテキストを検出する非同期
ジョブを開始する許可を付与

書き込み

s3:GetObject

入力として提供されたイメージ
書き込み
StartExpenseAnalysis
または pdf 内の実際のドキュメン
トエンティティのインスタンス
を検出する非同期ジョブを開始
する許可を付与

s3:GetObject
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Amazon Textract で定義されるリソースタイプ
Amazon Textract では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサ
ポートされていません。Amazon Textract へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*”
を指定します。

Amazon Textract の条件キー
Textract には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Timestream のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon Timestream (サービスプレフィックス: timestream) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Timestream で定義されたアクション (p. 1935)
• Amazon Timestream で定義されるリソースタイプ (p. 1938)
• Amazon Timestream の条件キー (p. 1938)

Amazon Timestream で定義されたアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。

1935

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Timestream

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CancelQuery

アカウント内のクエリをキャン
セルする許可を付与

書き込み

timestream:DescribeEndp

アカウントでデータベースを作
CreateDatabase 成する許可を付与。

書き込み

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1938)
aws:TagKeys (p. 1938)

アカウントで新しい保存済みク
CreateScheduledQuery
エリを作成する許可を付与

書き込み

CreateTable

書き込み

アカウントでテーブルを作成す
る許可を付与。

aws:RequestTag/
iam:PassRole
${TagKey} (p. 1938)
timestream:DescribeEndp
aws:TagKeys (p. 1938)
table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1938)
aws:TagKeys (p. 1938)

アカウント内のデータベースを
DeleteDatabase 削除する許可を付与。

書き込み

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

アカウントで バッチジョブ
DeleteScheduledQuery
キューを削除する許可を付与

書き込み

scheduledquery* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

DeleteTable

アカウント内のテーブルを削除
する許可を付与。

書き込み

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

アカウント内のデータベースを
DescribeDatabase説明する許可を付与。

読み取り

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

Timestream のエンドポイントを
DescribeEndpoints説明する許可を付与。

リスト

アカウント内の 1 つ以上のスケ
DescribeScheduledQuery
ジュールされたインスタンスを
記述する許可を付与

読み取り

scheduledquery* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

DescribeTable

アカウント内のテーブルを説明
する許可を付与

読み取り

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

アカウント内でスケジュールさ
ExecuteScheduledQuery
れたクエリを実行するアクセス
許可を付与します

書き込み

scheduledquery* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

ListDatabases

アカウント内のデータベースを
一覧表示する許可を付与

リスト

ListMeasures

アカウント内のテーブルの測定
を一覧表示する許可を付与

リスト

アカウントのスケジュールを一
ListScheduledQueries
覧表示する許可を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

ListTables

アカウントのテーブルを一覧表
示する許可を付与

リスト

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

読み取り

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

アカウント内のリソースのタグ
ListTagsForResource
を一覧表示する許可を付与。

scheduledquery* (p. 1938)
table* (p. 1938)

PrepareQuery

'prepare' クエリを発行する許可
を付与

読み取り

Select

'select from table' クエリを発行
する許可を付与

読み取り

SelectValues

'select 1' クエリを発行する許可
を付与

読み取り

TagResource

リソースにタグを追加する許可
を付与

タグ付け

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp
timestream:Select

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

timestream:DescribeEndp
database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

scheduledquery* (p. 1938)
table* (p. 1938)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1938)
aws:TagKeys (p. 1938)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

scheduledquery* (p. 1938)
table* (p. 1938)
aws:TagKeys (p. 1938)

アカウント内のデータベースを
UpdateDatabase 更新する許可を付与。

書き込み

database* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

アカウントで保存されたクエリ
UpdateScheduledQuery
を更新する許可を付与

書き込み

scheduledquery* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

UpdateTable

アカウント内のテーブルを更新
する許可を付与。

書き込み

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp

WriteRecords

アカウント内のテーブルにデー
タを取り込むアクセス許可を付
与します。

書き込み

table* (p. 1938)

timestream:DescribeEndp
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Amazon Timestream で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1935)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

database

arn:${Partition}:timestream:${Region}:
${Account}:database/${DatabaseName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1938)

table

arn:${Partition}:timestream:${Region}:
${Account}:database/${DatabaseName}/table/
${TableName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1938)

scheduledquery

arn:${Partition}:timestream:
${Region}:${Account}:scheduled-query/
${ScheduledQueryName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1938)

Amazon Timestream の条件キー
Amazon Timestream では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアが存在するかどうかでア
クションをフィルタリング

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーが存在するかどうかでアクセスを
フィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS Tiros のアクション、リソース、および条件キー
AWS Tiros (サービスプレフィックス: tiros) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下
のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
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トピック
• AWS Tiros で定義されるアクション (p. 1939)
• AWS Tiros で定義されるリソースタイプ (p. 1939)
• AWS Tiros の条件キー (p. 1940)

AWS Tiros で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateQuery
[アクセス許可
のみ]

VPC 到達可能性クエリを作成す
る許可を付与

Write

ExtendQuery
[アクセス許可
のみ]

VPC 到達可能性クエリを拡張し
て、呼び出し元のプリンシパル
のアカウントを含めるアクセス
許可を付与

書き込み

VPC 到達可能性クエリの回答を
GetQueryAnswer 取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Read

VPC 到達可能性クエリの説明を
GetQueryExplanation
取得する許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Read

依存アク
ション

AWS Tiros で定義されるリソースタイプ
AWS Tiros では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定はサポートさ
れていません。AWS Tiros へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。
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AWS Tiros の条件キー
Tiros には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキーは
ありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件に
利用可能なキーを参照してください。

Amazon Transcribe のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Transcribe (サービスプレフィックス: transcribe) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用でき
るように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Transcribe で定義されるアクション (p. 1940)
• Amazon Transcribe で定義されるリソースタイプ (p. 1944)
• Amazon Transcribe の条件キー (p. 1945)

Amazon Transcribe で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

分析カテゴリを作成する許可を
CreateCallAnalyticsCategory
付与。Amazon Transcribe は、
分析カテゴリで指定された条件
を、通話分析ジョブに適用

書き込み

新しいカスタム言語モデルを作
CreateLanguageModel
成する許可を付与

書き込み

1940

依存アク
ション

aws:RequestTag/
s3:GetObject
${TagKey} (p. 1945)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Transcribe

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeyss3:ListBucket
(p. 1945)
Amazon Transcribe Medical が
CreateMedicalVocabulary
オーディオファイルの文字起こ
しの処理方法を変更するために
使用できる新しいカスタム語彙
を作成する許可を付与

書き込み

aws:RequestTag/
s3:GetObject
${TagKey} (p. 1945)
aws:TagKeys (p. 1945)

Amazon Transcribe がオーディオ 書き込み
CreateVocabularyファイルの文字起こしの処理方
法を変更するために使用できる
新しいカスタム語彙を作成する
許可を付与

aws:RequestTag/
s3:GetObject
${TagKey} (p. 1945)

アクセス許可を付与して、新
書き込み
CreateVocabularyFilter
しい語彙フィルターを作成し
ます。このフィルターを使用し
て、Amazon Transcribe によって
生成されたオーディオファイル
の文字起こしから単語をフィル
タリングできます。

aws:RequestTag/
s3:GetObject
${TagKey} (p. 1945)

aws:TagKeys (p. 1945)

aws:TagKeys (p. 1945)

Amazon Transcribe からの名前を 書き込み
DeleteCallAnalyticsCategory
使用してコール分析カテゴリを
削除する許可を付与
以前に送信された文字起こし
書き込み
DeleteCallAnalyticsJob
ジョブを、他の生成された結果
(文字起こし、モデルなど) ととも
に削除する許可を付与
以前に作成したカスタム言語モ
DeleteLanguageModel
デルを削除する許可を付与

書き込み

languagemodel* (p. 1944)

以前に送信された医療文字起こ
DeleteMedicalTranscriptionJob
しジョブを削除する許可を付与

書き込み

medicaltranscriptionjob* (p. 1945)

Amazon Transcribe から医学語彙 書き込み
DeleteMedicalVocabulary
を削除する許可を付与

medicalvocabulary* (p. 1945)

以前に送信された文字起こし
書き込み
DeleteTranscriptionJob
ジョブを、他の生成された結果
(文字起こし、モデルなど) ととも
に削除する許可を付与

transcriptionjob* (p. 1944)

Amazon Transcribe から語彙を削 書き込み
DeleteVocabulary 除する許可を付与

vocabulary* (p. 1944)

Amazon Transcribe から語彙フィ 書き込み
DeleteVocabularyFilter
ルターを削除する許可を付与

vocabularyfilter* (p. 1944)

カスタム言語モデルに関する情
DescribeLanguageModel
報を返す許可を付与

読み込み

languagemodel* (p. 1944)

コール分析カテゴリに関する情
GetCallAnalyticsCategory
報を取得する許可を付与

読み込み

1941

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Transcribe

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

コール分析ジョブに関する情報
GetCallAnalyticsJob
を返す許可を付与

読み込み

医療文字起こしジョブに関する
GetMedicalTranscriptionJob
情報を返す許可を付与

読み込み

medicaltranscriptionjob* (p. 1945)

医学語彙に関する情報を取得す
GetMedicalVocabulary
る許可を付与

読み込み

medicalvocabulary* (p. 1945)

文字起こしジョブに関する情報
GetTranscriptionJob
を返す許可を付与

読み込み

transcriptionjob* (p. 1944)

GetVocabulary

語彙に関する情報を取得する許
可を付与

読み込み

vocabulary* (p. 1944)

語彙フィルターに関する情報を
GetVocabularyFilter
取得する許可を付与

読み込み

vocabularyfilter* (p. 1944)

作成されたコール分析カテゴリ
ListCallAnalyticsCategories
を一覧表示する許可を付与

リスト

指定したステータスのコール分
ListCallAnalyticsJobs
析ジョブを一覧表示する許可を
付与

リスト

カスタム言語モデルを一覧表示
ListLanguageModels
する許可を付与

リスト

指定されたステータスの医療文
ListMedicalTranscriptionJobs
字起こしジョブを一覧表示する
許可を付与

リスト

指定された条件に一致する医学
ListMedicalVocabularies
語彙のリストを返すアクセス許
可を付与します。条件が指定さ
れなかった場合は、語彙のリス
ト全体を返す

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

指定したステータスの文字起こ
ListTranscriptionJobs
しジョブを一覧表示する許可を
付与

リスト

指定した条件に一致する語彙の
ListVocabularies リストを返すアクセス許可を
付与します。条件が指定されな
かった場合は、語彙のリスト全
体を返す

リスト

指定した条件に一致する語彙
ListVocabularyFilters
フィルターのリストを返すアク
セス許可を付与します。条件を
指定しない場合は、最大で 5 つ
の語彙フィルターを返す

リスト
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Amazon Transcribe

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

発信者とエージェントの音声録
StartCallAnalyticsJob
音を書き起こすだけでなく、追
加のインサイトを返す非同期分
析ジョブを開始する許可を付与

書き込み

音声が Transcribe Medical にス
StartMedicalStreamTranscription
トリーミングされ、文字起こし
の結果がアプリケーションにス
トリーミングされるプロトコル
を開始する許可を付与

書き込み

音声が Transcribe Medical にス
StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket
トリーミングされ、文字起こし
の結果がアプリケーションにス
トリーミングされる WebSocket
を開始する許可を付与

書き込み

医療音声をテキストに書き起こ
StartMedicalTranscriptionJob
す非同期ジョブを開始する許可
を付与

書き込み

依存アク
ション

transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId
s3:GetObject
transcribe:OutputLocation (p. 1945)

transcribe:OutputBucketName
s3:GetObject
(p. 1945
transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId
transcribe:OutputKey (p. 1945)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1945)
aws:TagKeys (p. 1945)

双方向の HTTP2 ストリームを開
StartStreamTranscription
始して、音声をテキストにリア
ルタイムで書き起こす許可を付
与

書き込み

Websocket ストリームを開始し
StartStreamTranscriptionWebSocket
て、音声をテキストにリアルタ
イムで書き起こす許可を付与

書き込み

音声をテキストに書き起こす非
StartTranscriptionJob
同期ジョブを開始する許可を付
与

書き込み

transcribe:OutputBucketName
s3:GetObject
(p. 1945
transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId
transcribe:OutputKey (p. 1945)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1945)
aws:TagKeys (p. 1945)

TagResource

指定されたキーと値のペアでリ
ソースにタグを付けるアクセス
許可を付与する

タグ付け

指定されたキーでリソースのタ
UntagResource グを削除する許可を付与

タグ付け

1943

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1945)
aws:TagKeys (p. 1945)
aws:TagKeys (p. 1945)

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon Transcribe

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

コール分析カテゴリを新し
UpdateCallAnalyticsCategory
い値で更新する許可を付与
UpdateCallAnalyticsCategory オ
ペレーションは、リクエストで
指定された値で既存のすべての
情報を上書き

依存アク
ション

書き込み

既存の医学語彙を新し
書き込み
UpdateMedicalVocabulary
い値で更新する許可を付
与。UpdateMedicalVocabulary オ
ペレーションは、リクエストで
指定された値で既存のすべての
情報を上書き

medicalvocabulary* (p. 1945)
s3:GetObject

既存の語彙を新しい
UpdateVocabulary値で更新する許可を付
与。UpdateVocabulary オペレー
ションは、リクエストで指定さ
れた値で既存のすべての情報を
上書き

書き込み

vocabulary* (p. 1944)

既存の語彙フィルターを新
UpdateVocabularyFilter
しい値で更新する許可を付
与。UpdateVocabularyFilter オペ
レーションは、リクエストで指
定された値で既存のすべての情
報を上書き

書き込み

vocabularyfilter* (p. 1944) s3:GetObject

s3:GetObject

Amazon Transcribe で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1940)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
transcriptionjob
vocabulary

条件キー

arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
${Account}:transcription-job/${JobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
${Account}:vocabulary/${VocabularyName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

vocabularyfilter arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
${Account}:vocabulary-filter/
${VocabularyFilterName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
${Account}:language-model/${ModelName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

languagemodel
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AWS Transfer Family

リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
medicaltranscriptionjob
${Account}:medical-transcription-job/
${JobName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
medicalvocabulary${Account}:medical-vocabulary/
${VocabularyName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1945)

callanalyticsjob arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
${Account}:analytics-job/${JobName}
arn:${Partition}:transcribe:${Region}:
callanalyticscategory
${Account}:analytics-category/
${CategoryName}

Amazon Transcribe の条件キー
Amazon Transcribe では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リソース作成リクエストに含まれるタグ値を要求すること
で、アクセスをフィルタします

文字列

リソースに関連付けられたタグ値を要求することで、アクセ
スをフィルタリングします

文字列

リクエストに必須タグの存在を要求することで、アクセスを
フィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

リクエストに含まれる出力バケット名に基づいてアクセスを
transcribe:OutputBucketName
フィルタリング

文字列

リクエストに含まれる KMS キー ID に基づいてアクセスを
transcribe:OutputEncryptionKMSKeyId
フィルタリング

文字列

リクエストに含まれる出力キーに基づいてアクセスをフィル
transcribe:OutputKey タリング

文字列

リクエストに含まれる出力場所に基づいてアクセスをフィル
transcribe:OutputLocation
タリングします

文字列

AWS Transfer Family のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Transfer Family (サービスプレフィックス: transfer) では、以下のサービス固有のリソースやアク
ション、条件コンテキストキーが用意されており、IAM アクセス許可ポリシーでの使用が可能です。
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サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Transfer Family

リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Transfer Family で定義されるアクション (p. 1946)
• AWS Transfer Family で定義されるリソースタイプ (p. 1951)
• AWS Transfer Family の条件キー (p. 1951)

AWS Transfer Family で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

CreateAccess

サーバーに関連付けられたアク
セスを追加するためのアクセス
許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

iam:PassRole

サーバーに関連付けられた契約
CreateAgreement を追加する許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

iam:PassRole

aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)

CreateConnector

CreateProfile

CreateServer

コネクタを作成する許可を付与

書き込み

aws:TagKeysiam:PassRole
(p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)

プロファイルを作成する許可の
付与

書き込み

サーバーを作成する許可を付与

書き込み
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aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)
aws:TagKeysiam:PassRole
(p. 1951)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)
CreateUser

サーバーに関連付けられたユー
ザーを追加する許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

iam:PassRole

aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)

ワークフローを作成する許可を
CreateWorkflow 付与。

書き込み

DeleteAccess

アクセスを削除するための許可
を付与

書き込み

server* (p. 1951)

契約を削除する許可を付与

書き込み

agreement* (p. 1951)

証明書を削除する許可を付与

書き込み

certificate* (p. 1951)

コネクタを削除する許可を付与

書き込み

connector* (p. 1951)

DeleteHostKey サーバーに関連付けられたホス
トキーを削除するアクセス許可
を付与

書き込み

hostkey* (p. 1951)

DeleteProfile

プロファイルを削除する許可を
付与

書き込み

profile* (p. 1951)

DeleteServer

サーバーを削除する許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

ユーザーから SSH 公開鍵を削除
DeleteSshPublicKey
する許可を付与

書き込み

user* (p. 1951)

DeleteUser

サーバーに関連付けられたユー
ザーを削除する許可を付与

書き込み

user* (p. 1951)

ワークフローを削除するアクセ
DeleteWorkflow ス許可を与えます。

書き込み

workflow* (p. 1951)

サーバに関連付けられたアクセ
DescribeAccess スを詳細表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み取り

server* (p. 1951)

サーバに関連付けられた契約を
DescribeAgreement
詳細表示する許可を付与

読み取り

agreement* (p. 1951)

証明書を記述する許可を付与
DescribeCertificate

読み取り

certificate* (p. 1951)

コネクタを記述する許可を付与
DescribeConnector

読み取り

connector* (p. 1951)

DeleteAgreement
DeleteCertificate
DeleteConnector
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ワークフローに関連付けられた
DescribeExecution実行について詳細表示するため
のアクセス許可を付与

読み取り

workflow* (p. 1951)

サーバーに関連付けられたホス
DescribeHostKey トキーを記述するアクセス許可
を付与

読み取り

hostkey* (p. 1951)

プロファイルを記述する許可を
付与

読み取り

profile* (p. 1951)

セキュリティポリシーを記述す
DescribeSecurityPolicy
る許可を付与

読み込み

サーバーを記述する許可を付与

読み込み

server* (p. 1951)

サーバに関連付けられたユー
ザーを記述する許可を付与

読み込み

user* (p. 1951)

読み取り

workflow* (p. 1951)

DescribeProfile

DescribeServer
DescribeUser

ワークフローを詳細表示するた
DescribeWorkflowめのアクセス許可を付与
ImportCertificate

ImportHostKey

証明書を追加する許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)

ホストキーをサーバーに追加す
るアクセス許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)
aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)

SSH 公開鍵をユーザーに追加す
ImportSshPublicKey
る許可を付与

書き込み

user* (p. 1951)

ListAccesses

アクセスを一覧表示するための
許可を付与

読み取り

server* (p. 1951)

契約を一覧表示する許可を付与

読み取り

server* (p. 1951)

証明書を一覧表示する許可を付
与

読み取り

ListConnectors コネクタを一覧表示する許可を
付与

読み取り

ListExecutions

読み取り

ListAgreements
ListCertificates

ワークフローに関連付けられて
いる実行を一覧表示するための
アクセス許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListHostKeys

サーバーに関連付けられたホス
トキーを一覧表示するアクセス
許可を付与

読み取り

ListProfiles

プロファイルを一覧表示する許
可の付与

読み取り

セキュリティポリシーを一覧表
ListSecurityPolicies
示する許可を付与

リスト

ListServers

リスト

サーバーを一覧表示する許可を
付与

AWS Transfer Family リソースの
ListTagsForResource
タグを一覧表示する許可を付与

読み取り

server* (p. 1951)

agreement (p. 1951)
certificate (p. 1951)
connector (p. 1951)
hostkey (p. 1951)
profile (p. 1951)
server (p. 1951)
user (p. 1951)
workflow (p. 1951)

ListUsers

サーバに関連付けられたユー
ザーを一覧表示する許可を付与

リスト

ListWorkflows

ワークフローを一覧表示するた
めのアクセス許可を付与

リスト

server* (p. 1951)

非同期カスタムステップ向けに
SendWorkflowStepState
コールバックを送信するための
アクセス許可を付与

書き込み

workflow* (p. 1951)

コネクタのファイル転送を開始
StartFileTransfer するアクセス許可を付与

書き込み

connector* (p. 1951)

StartServer

サーバーを開始する許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

StopServer

サーバーを停止する許可を付与

書き込み

server* (p. 1951)

TagResource

AWS Transfer Family リソースに
タグを付ける許可を付与

タグ付け

agreement (p. 1951)
certificate (p. 1951)
connector (p. 1951)
hostkey (p. 1951)
profile (p. 1951)

1949
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

server (p. 1951)
user (p. 1951)
workflow (p. 1951)
aws:TagKeys (p. 1951)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1951)
サーバーのカスタム ID プロバイ
TestIdentityProvider
ダーをテストする許可を付与

読み取り

user* (p. 1951)

AWS Transfer Family リソースの
UntagResource タグを解除する許可を付与

タグ付け

agreement (p. 1951)
certificate (p. 1951)
connector (p. 1951)
hostkey (p. 1951)
profile (p. 1951)
server (p. 1951)
user (p. 1951)
workflow (p. 1951)
aws:TagKeys (p. 1951)

UpdateAccess

アクセスを更新するための許可
を付与

契約を更新する許可を付与
UpdateAgreement

書き込み

iam:PassRole

書き込み

agreement* (p. 1951)

証明書を更新する許可を付与

書き込み

certificate* (p. 1951)

コネクタを更新する許可を付与

書き込み

connector* (p. 1951)

ホストキーを更新するアクセス
UpdateHostKey 許可を付与

書き込み

hostkey* (p. 1951)

UpdateProfile

プロファイルを更新する許可の
付与

書き込み

profile* (p. 1951)

UpdateServer

サーバーの構成を更新する許可
を付与

書き込み

server* (p. 1951)

iam:PassRole

UpdateUser

ユーザーの構成を更新する許可
を付与

書き込み

user* (p. 1951)

iam:PassRole

UpdateCertificate
UpdateConnector

1950
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AWS Transfer Family で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1946)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

user

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:user/${ServerId}/${UserName}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

server

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:server/${ServerId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

workflow

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:workflow/${WorkflowId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

certificate

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:certificate/${CertificateId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

connector

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:connector/${ConnectorId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

profile

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:profile/${ProfileId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

agreement

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:agreement/${AgreementId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

host-key

arn:${Partition}:transfer:${Region}:
${Account}:host-key/${ServerId}/${HostKeyId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1951)

AWS Transfer Family の条件キー
AWS Transfer Family では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義していま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys
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Amazon Translate のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon Translate (サービスプレフィックス: translate) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon Translate で定義されるアクション (p. 1952)
• Amazon Translate で定義されるリソースタイプ (p. 1953)
• Amazon Translate の条件キー (p. 1954)

Amazon Translate で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

並列データを作成するアクセス
CreateParallelData
許可を付与

Write

paralleldata (p. 1954)

並列データを作成する削除を付
DeleteParallelData与

Write

paralleldata (p. 1954)

用語を削除するアクセス許可を
DeleteTerminology付与

Write

terminology (p. 1954)

非同期バッチ変換ジョブに関連
DescribeTextTranslationJob
付けられたプロパティを取得す
るアクセス許可を付与

Read

1952
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

並列データを取得するアクセス
GetParallelData 許可を付与

Read

paralleldata (p. 1954)

Read

terminology (p. 1954)

指定された用語名ですでに存在
ImportTerminologyするかどうかに応じて、用語を
作成または更新するアクセス許
可を付与

書き込み

terminology (p. 1954)

ListLanguages

サポートされている言語を一覧
表示するアクセス許可を付与

リスト

アカウントに関連付けられた並
ListParallelData 列データを一覧表示するアクセ
ス許可を付与

リスト

アカウントに関連付けられた用
ListTerminologies 語を一覧表示するアクセス許可
を付与

リスト

送信したバッチ変換ジョブを一
ListTextTranslationJobs
覧表示するアクセス許可を付与

リスト

非同期バッチ変換ジョブを開始
StartTextTranslationJob
するアクセス許可を付与 バッチ
翻訳ジョブを使用すると、複数
のドキュメントにまたがって大
量のテキストを一度に翻訳でき
ます

Write

進行中の非同期バッチ翻訳ジョ
StopTextTranslationJob
ブを停止するアクセス許可を付
与

Write

TranslateText

テキストを原文言語から訳文言
語に翻訳するアクセス許可を付
与

Read

terminology (p. 1954)

既存の並列データを更新するア
UpdateParallelData
クセス許可を付与

Write

paralleldata (p. 1954)

GetTerminology

用語を取得する許可を付与

依存アク
ション

paralleldata (p. 1954)
terminology (p. 1954)

Amazon Translate で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1952)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

terminology

arn:${Partition}:translate:${Region}:
${Account}:terminology/${ResourceName}

parallel-data

arn:${Partition}:translate:${Region}:
${Account}:parallel-data/${ResourceName}

Amazon Translate の条件キー
Translate には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

AWS Trusted Advisor のアクション、リソース、およ
び条件キー
AWS Trusted Advisor (サービスプレフィックス: trustedadvisor) では、IAM アクセス許可ポリシーで
使用できるように、次のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Trusted Advisor で定義されるアクション (p. 1954)
• AWS Trusted Advisor で定義されるリソースタイプ (p. 1957)
• AWS Trusted Advisor の条件キー (p. 1957)

AWS Trusted Advisor で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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Note
IAM Trusted Advisor ポリシーの説明の詳細は、Trusted Advisor コンソールにのみ適用されます。
プログラムによる Trusted Advisor へのアクセスを管理する場合は、AWS Support API で Trusted
Advisor オペレーションを使用します。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Trusted Advisor Priority の委任
DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin
された管理者アカウントから E
メール通知設定を削除するアク
セス許可を組織管理アカウント
に付与

書き込み

AWS Support プランおよびさま
DescribeAccount ざまな AWS Trusted Advisor 設
[アクセス許可
定を表示するアクセス許可を付
のみ]
与

Read

AWS アカウント が AWS
DescribeAccountAccess
Trusted Advisor を有効にしたか
[アクセス許可
無効にしたかを表示するアクセ
のみ]
ス許可を付与

Read

チェックアイテムの詳細を表示
DescribeCheckItems
する許可を付与

Read

checks* (p. 1957)

AWS Trusted Advisor チェックの
DescribeCheckRefreshStatuses
更新ステータスを表示するアク
セス許可を付与

Read

checks* (p. 1957)

AWS Trusted Advisor チェックの
DescribeCheckSummaries
概要を表示するアクセス許可を
付与

Read

checks* (p. 1957)

AWS Trusted Advisor チェックの
DescribeChecks 詳細を表示するアクセス許可を
付与

読み取り

Trusted Advisor Priority の E メー 読み取り
DescribeNotificationConfigurations
ル通知設定を取得するアクセス
許可を付与
AWS アカウント の通知設定を表
DescribeNotificationPreferences
示するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

Read

AWS アカウント が組織ビュー機
DescribeOrganization
能を有効にする要件を満たして
[アクセス許可
いるかどうかを表示するアクセ
のみ]
ス許可を付与

Read

組織内のリンクされた AWS アカ
DescribeOrganizationAccounts
ウントを表示するアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

Read

1955
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レポート名、実行時、作成日、
DescribeReports ステータス、形式など、組織
[アクセス許可
ビューレポートの詳細を表示す
のみ]
る許可を付与

読み取り

DescribeRisk

AWS Trusted Advisor Priority で
リスクの詳細を表示するアクセ
ス許可を付与

読み取り

AWS Trusted Advisor Priority で
DescribeRiskResources
リスクの影響を受けるリソース
を表示するアクセス許可を付与

読み取り

DescribeRisks

AWS Trusted Advisor Priority で
リスクを表示するアクセス許可
を付与

読み取り

AWS リージョン、チェックカ
DescribeServiceMetadata
テゴリ、チェック名、リソース
[アクセス許可
ステータスなど、組織ビューレ
のみ]
ポートに関する情報を表示する
アクセス許可を付与

読み取り

DownloadRisk

読み取り

AWS Trusted Advisor Priority で
リスクに関する詳細を含むファ
イルをダウンロードするアクセ
ス許可を付与

AWS Trusted Advisor チェックの
ExcludeCheckItems
推奨事項を除外するアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

Write

組織内の AWS Trusted Advisor
GenerateReport チェックのレポートを作成する
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

Write

AWS Trusted Advisor チェックの
IncludeCheckItems
推奨事項を含めるアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

Write

ルートまたは組織単位 (OU) に含
ListAccountsForParent
まれる AWS 組織内のすべてのア
[アクセス許可
カウントを Trusted Advisor コン
のみ]
ソールで表示するアクセス許可
を付与

Read

親組織単位またはルート内の
ListOrganizationalUnitsForParent
すべての組織単位 (OU)Trusted
[アクセス許可
Advisor コンソールで表示する許
のみ]
可を付与

Read
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依存アク
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ListRoots [アク AWS 組織で定義されたすべて
セス許可のみ]
のルートを Trusted Advisor コン
ソールで表示するアクセス許可
を付与

Read

RefreshCheck

AWS Trusted Advisor チェックを
更新するアクセス許可を付与

Write

アカウントの AWS Trusted
SetAccountAccessAdvisor を有効または無効にする
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

Write

AWS Trusted Advisor の組織
SetOrganizationAccess
ビュー機能を有効にするアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

依存アク
ション

checks* (p. 1957)

Trusted Advisor Priority の E メー 書き込み
UpdateNotificationConfigurations
ル通知設定を作成または更新す
るアクセス許可を付与
AWS Trusted Advisor の通知設定
UpdateNotificationPreferences
を更新するアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

AWS Trusted Advisor Priority で
UpdateRiskStatusリスクステータスを更新するア
クセス許可を付与

書き込み

AWS Trusted Advisor で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1954)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
checks

条件キー

arn:${Partition}:trustedadvisor:${Region}:
${Account}:checks/${CategoryCode}/${CheckId}

AWS Trusted Advisor の条件キー
Trusted Advisor には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキ
ストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。
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AWS WAF のアクション、リソース、および条件キー
AWS WAF (サービスプレフィックス: waf) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、以下の
サービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS WAF で定義されるアクション (p. 1958)
• AWS WAF で定義されるリソースタイプ (p. 1964)
• AWS WAF の条件キー (p. 1965)

AWS WAF で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ByteMatchSet を作成する許可を
CreateByteMatchSet
付与

Write

bytematchset* (p. 1964)

GeoMatchSet を作成する許可を
CreateGeoMatchSet
付与

Write

geomatchset* (p. 1964)

CreateIPSet

Write

ipset* (p. 1964)

Write

ratebasedrule* (p. 1964)

IPSet を作成する許可を付与

単一の IP アドレスからの
CreateRateBasedRule
リクエストの量を制限する
RateBasedRule を作成する許可
を付与

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1965)
aws:TagKeys (p. 1965)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RegexMatchSet を作成する許可
CreateRegexMatchSet
を付与

Write

regexmatchset* (p. 1964)

RegexPatternSet を作成する許可 Write
CreateRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1964)

CreateRule

rule* (p. 1964)

ウェブリクエストをフィルター
するルールを作成する許可を付
与

Write

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1965)
aws:TagKeys (p. 1965)

WebACL で使用できる定義済
CreateRuleGroup みルールのコレクションである
RuleGroup を作成する許可を付
与。

Write

rulegroup* (p. 1964)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1965)
aws:TagKeys (p. 1965)

SizeConstraintSet を作成する許
CreateSizeConstraintSet
可を付与

Write

sizeconstraintset* (p. 1964)

SqlInjectionMatchSet を作成する
CreateSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1964)

ウェブリクエストをフィルター
CreateWebACL するルールを含む WebACL を作
成する権限を付与します。

Permissions webacl* (p. 1964)
management
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1965)
aws:TagKeys (p. 1965)

AWS WAF Classic から AWS
Write
CreateWebACLMigrationStack
WAF v2 にウェブ ACL を移
行する目的で S3 バケットに
CloudFormation ウェブ ACL テン
プレートを作成する許可を付与
します

webacl* (p. 1964)

クロスサイトスクリプティング
CreateXssMatchSet
攻撃を含むリクエストを検出す
るために使用する XssMatchSet
を作成する許可を付与

Write

xssmatchset* (p. 1964)

ByteMatchSet を削除する許可を
DeleteByteMatchSet
付与

Write

bytematchset* (p. 1964)

GeoMatchSet を削除する許可を
DeleteGeoMatchSet
付与

Write

geomatchset* (p. 1964)

DeleteIPSet

Write

ipset* (p. 1964)

Write

webacl* (p. 1964)

IPSet を削除する許可を付与。

ウェブ ACL から
DeleteLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を削除する
許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ルールグループから IAM ポリ
DeletePermissionPolicy
シーを削除する許可を付与

Permissions rulegroup* (p. 1964)
management

RateBasedRule を削除する許可
DeleteRateBasedRule
を付与。

Write

ratebasedrule* (p. 1964)

RegexMatchSet を削除する許可
DeleteRegexMatchSet
を付与

Write

regexmatchset* (p. 1964)

RegexPatternSet を削除する許可 Write
DeleteRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1964)

DeleteRule

依存アク
ション

ルールを削除する許可を付与。

Write

rule* (p. 1964)

RuleGroup を削除する許可を付
DeleteRuleGroup 与

Write

rulegroup* (p. 1964)

SizeConstraintSet を削除する許
DeleteSizeConstraintSet
可を付与

Write

sizeconstraintset* (p. 1964)

SqlInjectionMatchSet を削除する
DeleteSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1964)

DeleteWebACL

WebACL を削除する許可を付与

Permissions webacl* (p. 1964)
management

XssMatchSet を削除する許可を
DeleteXssMatchSet
付与

Write

xssmatchset* (p. 1964)

ByteMatchSet を取得する許可を
GetByteMatchSet 付与

Read

bytematchset* (p. 1964)

作成、更新、および削除リクエ
GetChangeToken ストで使用する変更トークンを
取得する許可を付与

Read

変更トークンのステータスを取
GetChangeTokenStatus
得する許可を付与

Read

GeoMatchSet を取得する許可を
GetGeoMatchSet 付与

Read

geomatchset* (p. 1964)

GetIPSet

Read

ipset* (p. 1964)

ウェブ ACL の
GetLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を取得する
許可を付与

Read

webacl* (p. 1964)

ルールグループの IAM ポリシー
GetPermissionPolicy
を取得する許可を付与

Read

rulegroup* (p. 1964)

RateBasedRule を取得する許可
GetRateBasedRule
を付与

Read

ratebasedrule* (p. 1964)

IPSet を取得する許可を付与

1960

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS WAF

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RateBasedRule によって現在ブ
GetRateBasedRuleManagedKeys
ロックされている IP アドレスの
配列を取得する許可を付与

Read

ratebasedrule* (p. 1964)

RegexMatchSet を取得する許可
GetRegexMatchSet
を付与

Read

regexmatchset* (p. 1964)

依存アク
ション

RegexPatternSet を取得する許可 Read
GetRegexPatternSet
を付与

regexpatternset* (p. 1964)

GetRule

ルールを取得する許可を付与

Read

rule* (p. 1964)

GetRuleGroup

RuleGroup を取得する許可を付
与

Read

rulegroup* (p. 1964)

ウェブリクエストのサンプル
GetSampledRequests
セットに関する詳細情報を取得
する許可を付与

Read

rule (p. 1964)

SizeConstraintSet を取得するた
GetSizeConstraintSet
めのアクセス許可を付与します

Read

sizeconstraintset* (p. 1964)

SqlInjectionMatchSet を取得する
GetSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Read

sqlinjectionmatchset* (p. 1964)

GetWebACL

WebACL を取得する許可を付与

Read

webacl* (p. 1964)

XssMatchSet を取得する許可を
GetXssMatchSet 付与

Read

xssmatchset* (p. 1964)

ActivatedRule オブジェクトの配
ListActivatedRulesInRuleGroup
列を取得する許可を付与

リスト

ByteMatchSetSummary オブジェ
ListByteMatchSetsクトの配列を取得する許可を付
与

リスト

GeoMatchSetSummary オブジェ
ListGeoMatchSetsクトの配列を取得するためのア
クセス許可を付与します。

リスト

ListIPSets

リスト

IPSetSummary オブジェクトの
配列を取得する許可を付与

webacl (p. 1964)

LoggingConfiguration オブジェク
ListLoggingConfigurations
トの配列を取得する許可を付与

リスト

RuleSummary オブジェクトの配
ListRateBasedRules
列を取得する権限を付与します

リスト

RegexMatchSetSummary オブ
ListRegexMatchSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RegexPatternSetSummary オブ
ListRegexPatternSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト

RuleGroup オブジェクトの配列
を取得する許可を付与

リスト

RuleSummary オブジェクトの配
列を取得する権限を付与します

リスト

SizeConstraintSetSummary オブ
ListSizeConstraintSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト

SqlInjectionMatchSet オブジェク
ListSqlInjectionMatchSets
トの配列を取得する許可を付与

リスト

サブスクライブしている
ListSubscribedRuleGroups
RuleGroup オブジェクトの配列
を取得する許可を付与

リスト

リソースのタグを取得する許可
ListTagsForResource
を付与

Read

ListRuleGroups
ListRules

依存アク
ション

ratebasedrule (p. 1964)
rule (p. 1964)
rulegroup (p. 1964)
webacl (p. 1964)

ListWebACLs

WebACLSummary オブジェクト
の配列を取得する許可を付与

リスト

XssMatchSet オブジェクトの配
ListXssMatchSets列を取得する許可を付与

リスト

指定したウェブ ACL に
PutLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を関連付け
るアクセス許可を付与します

Write

IAM ポリシーをルールグループ
PutPermissionPolicy
にアタッチし、アカウント間で
ルールグループを共有する許可
を付与

Permissions rulegroup* (p. 1964)
management

TagResource

タグ付け

リソースにタグを追加する許可
を付与

webacl* (p. 1964)

iam:CreateServiceLinkedR

ratebasedrule (p. 1964)
rule (p. 1964)
rulegroup (p. 1964)
webacl (p. 1964)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1965)
aws:TagKeys (p. 1965)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

依存アク
ション

ratebasedrule (p. 1964)
rule (p. 1964)
rulegroup (p. 1964)
webacl (p. 1964)
aws:TagKeys (p. 1965)

ByteMatchSet に
UpdateByteMatchSet
ByteMatchTuple オブジェクトを
挿入または削除するアクセス許
可権限を付与します

Write

bytematchset* (p. 1964)

GeoMatchSet で
UpdateGeoMatchSet
GeoMatchConstraint オブジェク
トを挿入または削除する権限を
付与します

Write

geomatchset* (p. 1964)

UpdateIPSet

IPSet 内の IPSetDescriptor オブ
ジェクトを挿入または削除する
許可を付与。

Write

ipset* (p. 1964)

レートベースのルールを変更す
UpdateRateBasedRule
る許可を付与

Write

ratebasedrule* (p. 1964)

RegexMatchSet で
UpdateRegexMatchSet
RegexMatchTuple オブジェクト
を挿入または削除する許可を付
与。

Write

regexmatchset* (p. 1964)

RegexPatternSet で
UpdateRegexPatternSet
RegexPatternStrings を挿入また
は削除する権限を付与します。

Write

regexpatternset* (p. 1964)

UpdateRule

Write

rule* (p. 1964)

RuleGroup で ActivatedRule オブ
UpdateRuleGroupジェクトを挿入または削除する
許可を付与

Write

rulegroup* (p. 1964)

SizeConstraintSet で
UpdateSizeConstraintSet
SizeConstraint オブジェクトを挿
入または削除する許可を付与。

Write

sizeconstraintset* (p. 1964)

SqlInjectionMatchSet で
UpdateSqlInjectionMatchSet
SqlInjectionMatchTuple オブジェ
クトを挿入または削除する許可
を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1964)

WebACL で ActivatedRule オブ
UpdateWebACL ジェクトを挿入または削除する
許可を付与

Permissions webacl* (p. 1964)
management

ルールを変更する許可を付与
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

XssMatchSet で XssMatchTuple
UpdateXssMatchSet
オブジェクトを挿入または削除
する許可を付与

Write

依存アク
ション

xssmatchset* (p. 1964)

AWS WAF で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1958)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

bytematchset

arn:${Partition}:waf::
${Account}:bytematchset/${Id}

ipset

arn:${Partition}:waf::${Account}:ipset/${Id}

ratebasedrule

arn:${Partition}:waf::
${Account}:ratebasedrule/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1965)

rule

arn:${Partition}:waf::${Account}:rule/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1965)

arn:${Partition}:waf::
sizeconstraintset ${Account}:sizeconstraintset/${Id}
arn:${Partition}:waf::
sqlinjectionmatchset
${Account}:sqlinjectionset/${Id}
webacl

arn:${Partition}:waf::${Account}:webacl/
${Id}

xssmatchset

arn:${Partition}:waf::
${Account}:xssmatchset/${Id}

regexmatchset

arn:${Partition}:waf::${Account}:regexmatch/
${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1965)

arn:${Partition}:waf::
regexpatternset ${Account}:regexpatternset/${Id}
geomatchset

arn:${Partition}:waf::
${Account}:geomatchset/${Id}

rulegroup

arn:${Partition}:waf::${Account}:rulegroup/
${Id}
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AWS WAF の条件キー
AWS WAF では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これらの
キーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の表
の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします。

文字列

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS WAF Regional のアクション、リソース、および
条件キー
AWS WAF Regional (サービスプレフィックス: waf-regional) では、IAM アクセス許可ポリシーで使
用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されていま
す。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS WAF Regional で定義されるアクション (p. 1965)
• AWS WAF Regional で定義されるリソースタイプ (p. 1971)
• AWS WAF Regional の条件キー (p. 1972)

AWS WAF Regional で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
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合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ウェブ ACL をリソースに関連付
AssociateWebACLけるアクセス許可を付与します

Write

依存アク
ション

loadbalancer/
app/
* (p. 1972)
webacl* (p. 1972)

ByteMatchSet を作成する許可を
CreateByteMatchSet
付与

Write

bytematchset* (p. 1971)

GeoMatchSet を作成する許可を
CreateGeoMatchSet
付与

Write

geomatchset* (p. 1972)

CreateIPSet

Write

ipset* (p. 1972)

Write

ratebasedrule* (p. 1972)

IPSet を作成する許可を付与

RateBasedRule を作成する許可
CreateRateBasedRule
を付与

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1972)
aws:TagKeys (p. 1973)

RegexMatchSet を作成する許可
CreateRegexMatchSet
を付与

Write

regexmatchset* (p. 1972)

RegexPatternSet を作成する許可 Write
CreateRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1972)

CreateRule

rule* (p. 1972)

ルールを作成する許可を付与

Write

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1972)
aws:TagKeys (p. 1973)
RuleGroup を作成する許可を付
CreateRuleGroup 与。

Write

rulegroup* (p. 1972)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1972)
aws:TagKeys (p. 1973)

SizeConstraintSet を作成する許
CreateSizeConstraintSet
可を付与

Write

sizeconstraintset* (p. 1972)

SqlInjectionMatchSet を作成する
CreateSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1972)

CreateWebACL

WebACL を作成する許可を付与
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aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1972)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 1973)
AWS WAF Classic から AWS
Write
CreateWebACLMigrationStack
WAF v2 にウェブ ACL を移
行する目的で S3 バケットに
CloudFormation ウェブ ACL テン
プレートを作成する許可を付与
します

webacl* (p. 1972)

XssMatchSet を作成する許可を
CreateXssMatchSet
付与

Write

xssmatchset* (p. 1972)

ByteMatchSet を削除する許可を
DeleteByteMatchSet
付与

Write

bytematchset* (p. 1971)

GeoMatchSet を削除する許可を
DeleteGeoMatchSet
付与

Write

geomatchset* (p. 1972)

DeleteIPSet

Write

ipset* (p. 1972)

ウェブ ACL から
DeleteLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を削除する
許可を付与

Write

webacl* (p. 1972)

ルールグループから IAM ポリ
DeletePermissionPolicy
シーを削除する許可を付与

Permissions rulegroup* (p. 1972)
management

RateBasedRule を削除する許可
DeleteRateBasedRule
を付与。

Write

ratebasedrule* (p. 1972)

RegexMatchSet を削除する許可
DeleteRegexMatchSet
を付与

Write

regexmatchset* (p. 1972)

IPSet を削除する許可を付与。

RegexPatternSet を削除する許可 Write
DeleteRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1972)

DeleteRule

s3:PutObject

ルールを削除する許可を付与。

Write

rule* (p. 1972)

RuleGroup を削除する許可を付
DeleteRuleGroup 与

Write

rulegroup* (p. 1972)

SizeConstraintSet を削除する許
DeleteSizeConstraintSet
可を付与

Write

sizeconstraintset* (p. 1972)

SqlInjectionMatchSet を削除する
DeleteSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1972)

DeleteWebACL

WebACL を削除する許可を付与

Permissions webacl* (p. 1972)
management

XssMatchSet を削除する許可を
DeleteXssMatchSet
付与

Write

xssmatchset* (p. 1972)

ウェブ ACL とリソース間の関連
DisassociateWebACL
付けを削除する許可を付与

Write

loadbalancer/
app/
* (p. 1972)

1967
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ByteMatchSet を取得する許可を
GetByteMatchSet 付与

Read

作成、更新、および削除リクエ
GetChangeToken ストで使用する変更トークンを
取得する許可を付与

Read

変更トークンのステータスを取
GetChangeTokenStatus
得する許可を付与

Read

GeoMatchSet を取得する許可を
GetGeoMatchSet 付与

Read

geomatchset* (p. 1972)

GetIPSet

Read

ipset* (p. 1972)

LoggingConfiguration を取得する
GetLoggingConfiguration
許可を付与

Read

webacl* (p. 1972)

RuleGroup にアタッチされた
GetPermissionPolicy
IAM ポリシーを取得する許可を
付与

Read

rulegroup* (p. 1972)

RateBasedRule を取得する許可
GetRateBasedRule
を付与

Read

ratebasedrule* (p. 1972)

RateBasedRule によって現在ブ
GetRateBasedRuleManagedKeys
ロックされている IP アドレスの
配列を取得する許可を付与

Read

ratebasedrule* (p. 1972)

RegexMatchSet を取得する許可
GetRegexMatchSet
を付与

Read

regexmatchset* (p. 1972)

IPSet を取得する許可を付与

依存アク
ション

bytematchset* (p. 1971)

RegexPatternSet を取得する許可 Read
GetRegexPatternSet
を付与

regexpatternset* (p. 1972)

GetRule

ルールを取得する許可を付与

Read

rule* (p. 1972)

GetRuleGroup

RuleGroup を取得する許可を付
与

Read

rulegroup* (p. 1972)

ウェブリクエストのサンプル
GetSampledRequests
セットの詳細情報を取得する許
可を付与

Read

rule (p. 1972)

SizeConstraintSet を取得するた
GetSizeConstraintSet
めのアクセス許可を付与します

Read

sizeconstraintset* (p. 1972)

SqlInjectionMatchSet を取得する
GetSqlInjectionMatchSet
許可を付与

Read

sqlinjectionmatchset* (p. 1972)

GetWebACL

WebACL を取得する許可を付与

Read

webacl* (p. 1972)

指定したリソースに関連付けら
GetWebACLForResource
れている WebACL を取得する許
可を付与

Read

loadbalancer/
app/
* (p. 1972)

1968

webacl (p. 1972)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

XssMatchSet を取得する許可を
GetXssMatchSet 付与

Read

ActivatedRule オブジェクトの配
ListActivatedRulesInRuleGroup
列を取得する許可を付与

リスト

ByteMatchSetSummary オブジェ
ListByteMatchSetsクトの配列を取得する許可を付
与

リスト

GeoMatchSetSummary オブジェ
ListGeoMatchSetsクトの配列を取得するためのア
クセス許可を付与します。

リスト

ListIPSets

リスト

IPSetSummary オブジェクトの
配列を取得する許可を付与

LoggingConfiguration オブジェク
ListLoggingConfigurations
トの配列を取得する許可を付与

リスト

RuleSummary オブジェクトの配
ListRateBasedRules
列を取得する権限を付与します

リスト

RegexMatchSetSummary オブ
ListRegexMatchSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト

RegexPatternSetSummary オブ
ListRegexPatternSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト

指定した WebACL に関連付けら
ListResourcesForWebACL
れたリソースの配列を取得する
許可を付与

リスト

RuleGroup オブジェクトの配列
を取得する許可を付与

リスト

RuleSummary オブジェクトの配
列を取得する権限を付与します

リスト

SizeConstraintSetSummary オブ
ListSizeConstraintSets
ジェクトの配列を取得する許可
を付与

リスト

SqlInjectionMatchSet オブジェク
ListSqlInjectionMatchSets
トの配列を取得する許可を付与

リスト

サブスクライブしている
ListSubscribedRuleGroups
RuleGroup オブジェクトの配列
を取得する許可を付与

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

Read

ListRuleGroups
ListRules

1969

xssmatchset* (p. 1972)

webacl* (p. 1972)

ratebasedrule (p. 1972)
rule (p. 1972)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

rulegroup (p. 1972)
webacl (p. 1972)
ListWebACLs

WebACLSummary オブジェクト
の配列を取得する許可を付与

リスト

XssMatchSet オブジェクトの配
ListXssMatchSets列を取得する許可を付与

リスト

LoggingConfiguration をウェブ
PutLoggingConfiguration
ACL に関連付けるアクセス許可
を付与します

Write

アカウント間のルールグループ
PutPermissionPolicy
の共有をサポートするために、
指定したルールグループに IAM
ポリシーをアタッチする許可を
付与

Permissions rulegroup* (p. 1972)
management

TagResource

タグ付け

リソースにタグを追加する許可
を付与

webacl* (p. 1972)

iam:CreateServiceLinkedR

ratebasedrule (p. 1972)
rule (p. 1972)
rulegroup (p. 1972)
webacl (p. 1972)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1972)
aws:TagKeys (p. 1973)

リソースからタグを削除する許
UntagResource 可を付与

タグ付け

ratebasedrule (p. 1972)
rule (p. 1972)
rulegroup (p. 1972)
webacl (p. 1972)
aws:TagKeys (p. 1973)

ByteMatchSet に
UpdateByteMatchSet
ByteMatchTuple オブジェクトを
挿入または削除するアクセス許
可権限を付与します

Write

bytematchset* (p. 1971)

GeoMatchSet で
UpdateGeoMatchSet
GeoMatchConstraint オブジェク
トを挿入または削除する権限を
付与します

Write

geomatchset* (p. 1972)

UpdateIPSet

Write

ipset* (p. 1972)

IPSet 内の IPSetDescriptor オブ
ジェクトを挿入または削除する
許可を付与。

1970
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

レートベースのルールでの述
UpdateRateBasedRule
語オブジェクトの挿入または削
除、およびルール内の RateLimit
の更新を行うアクセス許可を付
与します

Write

ratebasedrule* (p. 1972)

RegexMatchSet で
UpdateRegexMatchSet
RegexMatchTuple オブジェクト
を挿入または削除する許可を付
与。

Write

regexmatchset* (p. 1972)

RegexPatternSet で
UpdateRegexPatternSet
RegexPatternStrings を挿入また
は削除する権限を付与します。

Write

regexpatternset* (p. 1972)

UpdateRule

Write

rule* (p. 1972)

RuleGroup で ActivatedRule オブ
UpdateRuleGroupジェクトを挿入または削除する
許可を付与

Write

rulegroup* (p. 1972)

SizeConstraintSet で
UpdateSizeConstraintSet
SizeConstraint オブジェクトを挿
入または削除する許可を付与。

Write

sizeconstraintset* (p. 1972)

SqlInjectionMatchSet で
UpdateSqlInjectionMatchSet
SqlInjectionMatchTuple オブジェ
クトを挿入または削除する許可
を付与

Write

sqlinjectionmatchset* (p. 1972)

WebACL で ActivatedRule オブ
UpdateWebACL ジェクトを挿入または削除する
許可を付与

Permissions webacl* (p. 1972)
management

XssMatchSet で XssMatchTuple
UpdateXssMatchSet
オブジェクトを挿入または削除
する許可を付与

Write

ルールで述語オブジェクトを挿
入または削除する許可を付与

xssmatchset* (p. 1972)

AWS WAF Regional で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1965)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
bytematchset

条件キー

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:bytematchset/${Id}

1971
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リソースタイプ ARN

条件キー

ipset

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:ipset/${Id}

loadbalancer/
app/

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:loadbalancer/app/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}

ratebasedrule

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:ratebasedrule/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1972)

rule

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:rule/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1972)

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
sizeconstraintset ${Account}:sizeconstraintset/${Id}
arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
sqlinjectionmatchset
${Account}:sqlinjectionset/${Id}
webacl

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:webacl/${Id}

xssmatchset

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:xssmatchset/${Id}

regexmatchset

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:regexmatch/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1972)

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
regexpatternset ${Account}:regexpatternset/${Id}
geomatchset

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:geomatchset/${Id}

rulegroup

arn:${Partition}:waf-regional:${Region}:
${Account}:rulegroup/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1972)

AWS WAF Regional の条件キー
AWS WAF Regional では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。
これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。
以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグで許可されている値のセットに基づいてアクションを
フィルタリングします

文字列

リソースに関連付けられている tag-value に基づいてアク
ションをフィルタリングします

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}
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条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

AWS WAF V2 のアクション、リソース、および条件
キー
AWS WAF V2 (サービスプレフィックス: wafv2) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できるように、
以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS WAF V2 で定義されるアクション (p. 1973)
• AWS WAF V2 で定義されるリソースタイプ (p. 1979)
• AWS WAF V2 の条件キー (p. 1979)

AWS WAF V2 で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

WebACL をリソースに関連付け
AssociateWebACLるアクセス許可を付与

Write

webacl* (p. 1979)
apigateway (p. 1979)
appsync (p. 1979)

1973

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

loadbalancer/
app/ (p. 1979)
userpool (p. 1979)
CheckCapacity 指定したスコープとルールの
セットについて、ウェブ ACL
キャパシティーユニット (WCU)
要件を計算する許可を付与

Read

CreateIPSet

Write

IPSet を作成する許可を付与

ipset* (p. 1979)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)

RegexPatternSet を作成する許可 Write
CreateRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1979)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)

RuleGroup を作成する許可を付
CreateRuleGroup 与。

Write

rulegroup* (p. 1979)
ipset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)

CreateWebACL

WebACL を作成する許可を付与

書き込み

webacl* (p. 1979)
ipset (p. 1979)
managedruleset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
rulegroup (p. 1979)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)

Firewall Manager によって管理さ Write
DeleteFirewallManagerRuleGroups
れなくなった場合に WebACL か
ら FirewallManagedRulesGroups
を削除する許可を付与

webacl* (p. 1979)

DeleteIPSet

ipset* (p. 1979)

IPSet を削除する許可を付与。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

WebACL から
DeleteLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を削除する
許可を付与

Write

RuleGroup の PermissionPolicy
DeletePermissionPolicy
を削除する許可を付与。

Permissions rulegroup* (p. 1979)
management

webacl* (p. 1979)

RegexPatternSet を削除する許可 Write
DeleteRegexPatternSet
を付与。

regexpatternset* (p. 1979)

RuleGroup を削除する許可を付
DeleteRuleGroup 与

Write

rulegroup* (p. 1979)

WebACL を削除する許可を付与

書き込み

webacl* (p. 1979)

マネージドルールグループの高
DescribeManagedRuleGroup
レベル情報を取得する許可を付
与

読み取り

WebACL から Firewall Manager
DisassociateFirewallManager
の関連付けを解除する許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

webacl* (p. 1979)

アプリケーションリソースから
DisassociateWebACL
WebACL の関連付けを解除する
許可を付与

書き込み

apigateway (p. 1979)

DeleteWebACL

依存アク
ション

appsync (p. 1979)
loadbalancer/
app/ (p. 1979)
userpool (p. 1979)

モバイル SDK の指定したリリー
GenerateMobileSdkReleaseUrl
スの署名済みダウンロード URL
を生成するアクセス許可を付与

読み取り

GetIPSet

Read

IPSet の詳細を取得するアクセス
許可を付与

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

WebACL の
GetLoggingConfiguration
LoggingConfiguration を取得する
許可を付与。

読み取り

ManagedRuleGroup の詳細を取
GetManagedRuleSet
得する許可を付与

読み取り

リリースノートやタグなど、指
GetMobileSdkRelease
定したモバイル SDK リリースの
情報を取得するアクセス許可を
付与

読み取り

1975

ipset* (p. 1979)

webacl* (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)
managedruleset* (p. 1979)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

RuleGroup の PermissionPolicy
GetPermissionPolicy
を取得する許可を付与

Read

rulegroup* (p. 1979)

レートベースのルールによって
GetRateBasedStatementManagedKeys
現在ブロックされているキーを
取得する許可を付与

Read

webacl* (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

RegexPatternSet の詳細を取得す Read
GetRegexPatternSet
る許可を付与

regexpatternset* (p. 1979)

GetRuleGroup

rulegroup* (p. 1979)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

RuleGroup の詳細を取得する許
可を付与

Read

ウェブリクエストのサンプリン
GetSampledRequests
グに関する詳細情報を取得する
許可を付与

Read

webacl* (p. 1979)

GetWebACL

Read

webacl* (p. 1979)

WebACL の詳細を取得する許可
を付与

リソースに関連付けられている
GetWebACLForResource
WebACL を取得する許可を付与

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)
読み取り

apigateway (p. 1979)
appsync (p. 1979)
loadbalancer/
app/ (p. 1979)
userpool (p. 1979)

使用可能なマネージドルールグ
ListAvailableManagedRuleGroupVersions
ループのバージョンを取得する
許可を付与

リスト

使用可能なマネージドルールグ
ListAvailableManagedRuleGroups
ループの配列を取得する許可を
付与

リスト

ListIPSets

リスト

管理する IP セットの
IPSetSummary オブジェクトの
配列を取得する許可を付与

LoggingConfiguration オブジェク
ListLoggingConfigurations
トの配列を取得する許可を付与

リスト

ManagedRuleSetオブジェクトの
ListManagedRuleSets
配列を取得するアクセス許可を
付与

リスト

1976

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モバイル SDK や指定したデバイ
ListMobileSdkReleases
スプラットフォームのリリース
済みリストを取得するアクセス
許可を付与

リスト

管理する正規表現パターンセッ
ListRegexPatternSets
トの RegexPatternSetSummary
オブジェクトの配列を取得する
許可を付与

リスト

ウェブ ACL に関連付けられてい
ListResourcesForWebACL
るリソースの Amazon リソース
ネーム (ARN) の配列を取得する
許可を付与。

リスト

管理するルールグループの
RuleGroupSummary オブジェク
トの配列を取得する許可を付与

リスト

ListRuleGroups

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

Read

依存アク
ション

webacl* (p. 1979)

ipset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
rulegroup (p. 1979)
webacl (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

ListWebACLs

管理するウェブ ACL の
WebACLSummary オブジェクト
の配列を取得する許可を付与。

リスト

WebACL に
PutFirewallManagerRuleGroups
FirewallManagedRulesGroups を
[アクセス許可
作成する許可を付与
のみ]

Write

webacl* (p. 1979)

LoggingConfiguration を有効にし
PutLoggingConfiguration
てウェブ ACL のロギングを開始
する許可を付与

書き込み

webacl* (p. 1979)

ManagedRuleSet の新しいバー
PutManagedRuleSetVersions
ジョンを作成または既存のバー
ジョンを更新するアクセス許可
を付与

書き込み

managedruleset* (p. 1979)

アカウント間でルールグループ
PutPermissionPolicy
を共有するために使用する IAM
ポリシーをリソースにアタッチ
するアクセス許可を付与

Permissions rulegroup* (p. 1979)
management

TagResource

タグ付け

タグを AWS リソースに関連付け
るアクセス許可を付与

1977

rulegroup* (p. 1979)

ipset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)

iam:CreateServiceLinkedR
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

rulegroup (p. 1979)
webacl (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)
AWS リソースからタグの関連付
UntagResource けを解除する許可を付与

タグ付け

ipset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
rulegroup (p. 1979)
webacl (p. 1979)
aws:TagKeys (p. 1980)

UpdateIPSet

IPSet を更新する許可を付与

書き込み

ipset* (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

ManagedRuleSet 内のバージョ
UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate
ンの有効期限を更新するアクセ
ス許可を付与

書き込み

managedruleset* (p. 1979)

RegexPatternSet を更新する許可 Write
UpdateRegexPatternSet
を付与

regexpatternset* (p. 1979)

RuleGroup を更新する許可を付
UpdateRuleGroup与

rulegroup* (p. 1979)

Write

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

ipset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

UpdateWebACL

WebACL を更新する許可を付与

書き込み

webacl* (p. 1979)
ipset (p. 1979)
managedruleset (p. 1979)
regexpatternset (p. 1979)
rulegroup (p. 1979)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)
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AWS WAF V2 で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1973)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

webacl

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
${Scope}/webacl/${Name}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

ipset

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
${Scope}/ipset/${Name}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
managedruleset ${Scope}/managedruleset/${Name}/${Id}
rulegroup

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
${Scope}/rulegroup/${Name}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

arn:${Partition}:wafv2:${Region}:${Account}:
regexpatternset ${Scope}/regexpatternset/${Name}/${Id}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1979)

loadbalancer/
app/

arn:${Partition}:elasticloadbalancing:
${Region}:${Account}:loadbalancer/app/
${LoadBalancerName}/${LoadBalancerId}

apigateway

arn:${Partition}:apigateway:${Region}::/
restapis/${ApiId}/stages/${StageName}

appsync

arn:${Partition}:appsync:${Region}:
${Account}:apis/${GraphQLAPIId}

userpool

arn:${Partition}:cognito-idp:${Region}:
${Account}:userpool/${UserPoolId}

AWS WAF V2 の条件キー
AWS WAF V2 では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

各タグの許可された値のセットでアクセスをフィルタリング
します

文字列

リソースに関連付けられたタグ値でアクセスをフィルタリン
グします。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

1979

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
AWS Well-Architected Tool

条件キー

説明

タイプ

aws:TagKeys

リクエスト内の必須タグの存在でアクセスをフィルタリング
します

ArrayOfString

AWS Well-Architected Tool のアクション、リソース、
および条件キー
AWS Well-Architected Tool (サービスプレフィックス: wellarchitected) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS Well-Architected Tool で定義されるアクション (p. 1980)
• AWS Well-Architected Tool で定義されるリソースタイプ (p. 1983)
• AWS Well-Architected Tool の条件キー (p. 1984)

AWS Well-Architected Tool で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたワークロードにレン
AssociateLenses ズを関連付けるアクセス許可を
付与します

1980

書き込み

workload* (p. 1984)

依存アク
ション
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

レンズの所有者に、他のAWSア
CreateLensShare カウントおよびIAM ユーザーと
共有する許可を付与します。

書き込み

lens* (p. 1984)

新しいレンズバージョンをを作
CreateLensVersion
成する許可を付与します。

書き込み

lens* (p. 1984)

指定されたワークロードの新し
CreateMilestone いマイルストーンを作成する許
可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

新しいワークロードを作成する
CreateWorkload 許可を付与

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1984)
aws:TagKeys (p. 1984)

別のアカウントとワークロード
CreateWorkloadShare
を共有する許可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

DeleteLens

レンズを削除するアクセス許可
を付与します。

書き込み

lens* (p. 1984)

既存のレンズ共有を削除する許
DeleteLensShare 可を付与します。

書き込み

lens* (p. 1984)

既存の関連付けを削除する許可
DeleteWorkload を付与。

書き込み

workload* (p. 1984)

既存のワークロード共有を削除
DeleteWorkloadShare
する許可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

指定されたワークロードからレ
DisassociateLenses
ンズの関連付けを解除する許可
を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

ExportLens

既存のレンズをエクスポートを
する許可を付与します。

読み込み

lens* (p. 1984)

GetAnswer

指定されたレンズレビューから
指定された回答を取得する許可
を付与

読み込み

workload* (p. 1984)

GetLens

既存のレンズを取得する許可を
付与します。

読み込み

lens* (p. 1984)

指定されたワークロードの指定
GetLensReview されたレンズレビューを取得す
る許可を付与

読み込み

workload* (p. 1984)

指定されたレンズレビューのレ
GetLensReviewReport
ポートを取得する許可を付与

読み込み

workload* (p. 1984)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたレンズバージョンと
GetLensVersionDifference
利用可能な最新のレンズバー
ジョンの違いを取得する許可を
付与

読み込み

lens* (p. 1984)

GetMilestone

指定されたワークロードの指定
されたマイルストーンを取得す
る許可を付与

読み込み

workload* (p. 1984)

GetWorkload

指定されたワークロードを取得
する許可を付与

読み込み

workload* (p. 1984)

新しいレンズをインポートする
許可を付与します。

書き込み

ImportLens

依存アク
ション

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1984)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1984)
aws:TagKeys (p. 1984)

ListAnswers

指定されたレンズレビューから
の回答を一覧表示する許可を付
与

リスト

workload* (p. 1984)

指定されたレンズレビューの改
ListLensReviewImprovements
善を一覧表示する許可を付与

リスト

workload* (p. 1984)

指定されたワークロードのレン
ListLensReviews ズレビューを一覧表示する許可
を付与

リスト

workload* (p. 1984)

レンズ用に作成されたすべての
共有を一覧表示するアクセス許
可を付与します。

リスト

lens* (p. 1984)

ListLenses

このアカウントで利用可能なレ
ンズの一覧表示を許可します

リスト

ListMilestones

指定されたワークロードのマイ
ルストーンを一覧表示する許可
を付与

リスト

アカウントまたは指定されたリ
ListNotifications ソースに関連する通知を一覧表
示する許可を付与

リスト

指定されたアカウントまたは
ListShareInvitations
ユーザーのワークロード共有招
待を一覧表示する許可を付与

リスト

Well-Architected リソース用のタ
ListTagsForResource
グを一覧表示するアクセス権限
を付与します

読み込み

ListLensShares

workload* (p. 1984)

lens (p. 1984)
workload (p. 1984)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1984)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたワークロードのワー
ListWorkloadShares
クロード共有を一覧表示する許
可を付与

リスト

ListWorkloads

このアカウント内のワークロー
ドを一覧表示する許可を付与

リスト

TagResource

Well-Architected リソースにタグ
を付けるアクセス権限を付与し
ます

タグ付け

依存アク
ション

workload* (p. 1984)

lens (p. 1984)
workload (p. 1984)
aws:TagKeys (p. 1984)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1984)

Well-Architected リソースのタグ
UntagResource を解除するアクセス権限を付与
します

タグ付け

lens (p. 1984)
workload (p. 1984)
aws:TagKeys (p. 1984)

UpdateAnswer

指定された回答のプロパティを
更新する許可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

aws-organization サポートを有効
UpdateGlobalSettings
にする設定を更新する権限を付
与

書き込み

指定されたレンズレビューのプ
UpdateLensReview
ロパティを更新する許可を付与

書き込み

指定されたワークロード共有招
UpdateShareInvitation
待のステータスを更新する許可
を付与

書き込み

指定されたワークロードのプロ
UpdateWorkload パティを更新する許可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

指定されたワークロードのプロ
UpdateWorkloadShare
パティを更新する許可を付与

書き込み

workload* (p. 1984)

指定されたレンズレビューを
UpgradeLensReview
アップグレードして、関連付
けられているレンズの最新バー
ジョンを使用するためのアクセ
ス許可を付与します

書き込み

workload* (p. 1984)

workload* (p. 1984)

AWS Well-Architected Tool で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1980)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
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リソースタイプ ARN

条件キー

workload

arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:
${Account}:workload/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1984)

lens

arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:
${Account}:lens/${ResourceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1984)

AWS Well-Architected Tool の条件キー
AWS Well-Architected Tool では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義し
ます。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができ
ます。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアでアクセスをフィルタリ
ングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーおよび値のペアでア
クセスをフィルタリング

文字列

リクエスト内のタグキーでアクセスをフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon WorkDocs のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon WorkDocs (サービスプレフィックス: workdocs) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkDocs で定義されるアクション (p. 1984)
• Amazon WorkDocs で定義されるリソースタイプ (p. 1989)
• Amazon WorkDocs の条件キー (p. 1989)

Amazon WorkDocs で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
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る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

InitiateDocumentVersionUpload
AbortDocumentVersionUpload
によって開始された指定のド
キュメントバージョンのアップ
ロードを中止する許可を付与。
ActivateUser

Write

指定されたユーザーを有効
Write
にする許可を付与。アクティ
ブなユーザーのみが Amazon
WorkDocs にアクセスできます。

指定のフォルダまたはドキュメ
AddResourcePermissions
ントに対する一連のアクセス許
可を作成する許可を付与。

Write

ユーザーをグループに追加する
AddUserToGroup 許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

Write

CheckAlias [ア
クセス許可の
み]

エイリアスを確認する許可を付
与。

Read

指定されたドキュメントバー
CreateComment ジョンに新しいコメントを追加
する許可を付与。

Write

指定されたリソースに 1 つ以上
CreateCustomMetadata
のカスタムプロパティを追加す
る許可を付与。

Write

CreateFolder

指定された名前と親フォルダを
使用してフォルダを作成する許
可を付与。

Write

インスタンスを作成する許可を
付与。

Write

CreateInstance
[アクセス許可
のみ]

1985
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateLabels

指定されたリソースにラベルを
追加する許可を付与。

Write

Amazon SNS 通知を使用するよ
CreateNotificationSubscription
うに WorkDocs を設定する許可
を付与。

Write

CreateUser

Simple AD ディレクトリまた
は Microsoft AD ディレクトリ内
にユーザーを作成する許可を付
与。

Write

指定されたユーザーを無効
化する許可を付与。これによ
り、Amazon WorkDocs へのユー
ザーのアクセス許可が取り消さ
れます。

Write

DeactivateUser

指定されたコメントドキュメン
DeleteComment トのバージョンからを削除する
許可を付与。

Write

指定されたリソースからカスタ
DeleteCustomMetadata
ムメタデータを削除する許可を
付与。

Write

指定されたドキュメントとそれ
DeleteDocument に関連するメタデータを完全に
削除する許可を付与。

Write

DeleteFolder

指定されたフォルダとそのコン
テンツを完全に削除する許可を
付与。

Write

指定されたフォルダの内容を削
DeleteFolderContents
除する許可を付与。

Write

DeleteInstance インスタンスを削除する許可を
[アクセス許可
付与。
のみ]

Write

DeleteLabels

リソースから 1 つ以上のラベル
を削除する許可を付与。

Write

指定された組織から指定された
DeleteNotificationSubscription
サブスクリプションを削除する
許可を付与。

Write

DeleteUser

Write

指定されたユーザーを Simple
AD ディレクトリまたは
Microsoft AD ディレクトリから
削除する許可を付与。

1986
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ディレクトリの登録を解除する
DeregisterDirectory
許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

Write

指定された期間内にユーザーア
DescribeActivities クティビティを取得する許可を
付与。

リスト

使用可能なディレクトリを記述
DescribeAvailableDirectories
する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

リスト

指定されたドキュメントバー
DescribeComments
ジョンのすべてのコメントを一
覧表示する許可を付与。

リスト

指定されたドキュメントのド
DescribeDocumentVersions
キュメントバージョンを取得す
る許可を付与。

リスト

指定されたフォルダの内容につ
DescribeFolderContents
いて、ドキュメントやサブフォ
ルダも含めて説明する許可を付
与。

リスト

ユーザーグループを記述する許
DescribeGroups 可を付与。

リスト

インスタンスを記述する許可を
DescribeInstances付与。
[アクセス許可
のみ]

リスト

指定された通知サブスクリプ
DescribeNotificationSubscriptions
ションを一覧表示する許可を付
与。

リスト

指定されたリソースのアクセス
DescribeResourcePermissions
許可の説明を表示する許可を付
与。

リスト

ルートフォルダを記述する許可
DescribeRootFolders
を付与。

リスト

DescribeUsers

リスト

指定されたユーザーの説明を表
示する許可を付与。すべての
ユーザーについて説明すること
も、結果を (たとえばステータス
や組織などで) フィルタリングす
ることもできます。

1987
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたドキュメントバー
DownloadDocumentVersion
ジョンをダウンロードする許可
[アクセス許可
を付与。
のみ]

Read

現在のユーザーの詳細を取得す
GetCurrentUser る許可を付与。

Read

GetDocument

Read

指定されたドキュメントオブ
ジェクトを取得する許可を付
与。

リクエストされたドキュメント
GetDocumentPathのパス情報 (ルートフォルダから
の階層) を取得する許可を付与。

Read

指定されたドキュメントのバー
GetDocumentVersion
ジョンメタデータを取得する許
可を付与。

Read

GetFolder

指定されたフォルダのメタデー
タを取得する許可を付与。

Read

GetFolderPath

指定されたフォルダのパス情報
Read
(ルートフォルダからの階層) を取
得する許可を付与。

GetGroup [ア
クセス許可の
み]

指定したグループの詳細を取得
する許可を付与

Read

GetResources

リソースのコレクションを取得
する許可を付与。

Read

新しいドキュメントオブジェク
InitiateDocumentVersionUpload
トとバージョンオブジェクトを
作成する許可を付与。

Write

ディレクトリを登録する許可を
RegisterDirectory 付与。
[アクセス許可
のみ]

Write

指定されたリソースからすべて
RemoveAllResourcePermissions
のアクセス許可を削除する許可
を付与。

Write

指定されたリソースから指定さ
RemoveResourcePermission
れたプリンシパルのアクセス許
可を削除する許可を付与。

Write

指定されたドキュメントの指定
UpdateDocument された属性を更新する許可を付
与。

Write

1988
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドキュメントバージョンのス
UpdateDocumentVersion
テータスを ACTIVE に変更する
許可を付与。

Write

UpdateFolder

指定されたフォルダの指定され
た属性を更新する許可を付与。

Write

インスタンスエイリアスを更新
UpdateInstanceAlias
する許可を付与。
[アクセス許可
のみ]

Write

UpdateUser

依存アク
ション

指定されたユーザーの指定さ
Write
れた属性を更新し、Amazon
WorkDocs サイトに対する管理者
アクセス許可を付与または取り
消すアクセス許可を付与

Amazon WorkDocs で定義されるリソースタイプ
Amazon WorkDocs では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。Amazon WorkDocs へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”:
“*” を指定します。

Amazon WorkDocs の条件キー
WorkDocs には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキス
トキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについて
は、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon WorkLink のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon WorkLink (サービスプレフィックス: worklink) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkLink で定義されるアクション (p. 1990)
• Amazon WorkLink で定義されるリソースタイプ (p. 1993)
• Amazon WorkLink の条件キー (p. 1993)
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Amazon WorkLink で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ドメインを Amazon WorkLink フ
AssociateDomain リートに関連付けるアクセス許
可を付与

書き込み

fleet* (p. 1993)

ウェブサイト認証プロバイダー
AssociateWebsiteAuthorizationProvider
を Amazon WorkLink フリートに
関連付けるアクセス許可を付与

書き込み

fleet* (p. 1993)

ウェブサイト認証機関を Amazon 書き込み
AssociateWebsiteCertificateAuthority
WorkLink フリートに関連付ける
アクセス許可を付与

fleet* (p. 1993)

CreateFleet

Amazon WorkLink フリートを作
成する許可を付与。

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1993)
aws:TagKeys (p. 1993)

DeleteFleet

Amazon WorkLink フリートを削
除する許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1993)
aws:TagKeys (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの監
DescribeAuditStreamConfiguration
査ストリーム設定を記述する許
可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの社
DescribeCompanyNetworkConfiguration
内ネットワーク設定を記述する
許可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに関
DescribeDevice 連付けられたデバイスの詳細を
記述する許可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon WorkLink フリートのデ
DescribeDevicePolicyConfiguration
バイスポリシー設定を記述する
許可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに関
DescribeDomain 連付けられたドメインの詳細を
記述する許可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの
DescribeFleetMetadata
メタデータを記述する許可を付
与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1993)
aws:TagKeys (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの ID
DescribeIdentityProviderConfiguration
プロバイダー設定を記述する許
可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに関
DescribeWebsiteCertificateAuthority
連付けられたウェブサイト認証
機関を記述する許可を付与。

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートから
DisassociateDomain
ドメインの関連付けを解除する
許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートから
DisassociateWebsiteAuthorizationProvider
ウェブサイト認証プロバイダー
の関連付けを解除する許可を付
与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートから
DisassociateWebsiteCertificateAuthority
ウェブサイト認証機関の関連付
けを解除する許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

ListDevices

Amazon WorkLink フリートに関
連付けられたデバイスを一覧表
示する許可を付与。

リスト

fleet* (p. 1993)

ListDomains

Amazon WorkLink フリートの関
連付けられたドメインを一覧表
示する許可を付与。

リスト

fleet* (p. 1993)

ListFleets

アカウントに関連付けられてい
る Amazon WorkLink フリートを
一覧表示する許可を付与。

リスト

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの
ListWebsiteAuthorizationProviders
ウェブサイト認証プロバイダー
を一覧表示する許可を付与。

リスト

fleet* (p. 1993)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon WorkLink フリートに
ListWebsiteCertificateAuthorities
関連付けられたウェブサイト認
証機関を一覧表示する許可を付
与。

リスト

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに関
RestoreDomainAccess
連付けられたドメインへのアク
セスを復元する許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに関
RevokeDomainAccess
連付けられたドメインへのアク
セスを取り消すアクセス許可を
付与

書き込み

fleet* (p. 1993)

SearchEntity
[アクセス許可
のみ]

Amazon WorkLink フリートのデ
バイスを一覧表示するアクセス
許可を付与

リスト

fleet* (p. 1993)

SignOutUser

Amazon WorkLink フリートから
ユーザーをサインアウトする許
可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

TagResource

リソースに 1 つ以上のタグを追
加する許可を付与

タグ付け

fleet* (p. 1993)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 1993)
aws:TagKeys (p. 1993)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与

タグ付け

Amazon WorkLink フリートの監
UpdateAuditStreamConfiguration
査ストリーム設定を更新する許
可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの社
UpdateCompanyNetworkConfiguration
内ネットワーク設定を更新する
許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートのデ
UpdateDevicePolicyConfiguration
バイスポリシー設定を更新する
許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートに
UpdateDomainMetadata
関連付けられたドメインのメタ
データを更新する許可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの
UpdateFleetMetadata
メタデータを更新する許可を付
与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

Amazon WorkLink フリートの ID
UpdateIdentityProviderConfiguration
プロバイダー設定を更新する許
可を付与。

書き込み

fleet* (p. 1993)

1992
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Amazon WorkLink で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1990)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

fleet

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 1993)

arn:${Partition}:worklink::${Account}:fleet/
${FleetName}

Amazon WorkLink の条件キー
Amazon WorkLink では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーと値のペアのプレゼンスに基づいて
アクションをフィルタリングします

文字列

リソースにアタッチされているタグキーと値のペアに基づい
てアクションをフィルタリングします

文字列

リクエスト内のタグキーのプレゼンスに基づいてアクション
をフィルタリングします

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon WorkMail のアクション、リソース、および
条件キー
Amazon WorkMail (サービスプレフィックス: workmail) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用できる
ように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkMail で定義されるアクション (p. 1994)
• Amazon WorkMail で定義されるリソースタイプ (p. 2004)
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• Amazon WorkMail の条件キー (p. 2004)

Amazon WorkMail で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メンバーのリスト (ユーザーまた
AddMembersToGroup
はグループ) をグループに追加す
[アクセス許可
るためのアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

メンバー (ユーザーまたはグルー
AssociateDelegateToResource
プ) をリソースの代理人のセット
に追加するためのアクセス許可
を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

メンバー (ユーザーまたはグルー
AssociateMemberToGroup
プ) をグループのセットに追加す
るためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

現在実行中のメールボックスエ
CancelMailboxExportJob
クスポートジョブをキャンセル
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

CreateAlias

エイリアスを WorkMail の特定の
メンバー (ユーザーまたはグルー
プ) のセットに追加するためのア
クセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

CreateGroup

RegisterToWorkMail オペレー
ションを呼び出して WorkMail で
使用できるグループを作成する
ためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

書き込み

organization* (p. 2004)

組織に送信されるすべての E
CreateInboundMailFlowRule
メールに適用されるインバウン
[アクセス許可
ド E メールのフロールールを作
のみ]

1994

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

成するためのアクセス許可を付
与
メールドメインを作成するため
CreateMailDomainのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

ディレクトリにユーザーを作成
CreateMailUser するためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

新しいモバイルデバイスアクセ
CreateMobileDeviceAccessRule
スルールを作成するためのアク
セス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

新しい Amazon WorkMail 組織を
CreateOrganization
作成するためのアクセス許可を
付与

書き込み

組織から送信されるすべての E
CreateOutboundMailFlowRule
メールに適用されるアウトバウ
[アクセス許可
ンド E メールのフロールールを
のみ]
作成するためのアクセス許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

新しい WorkMail リソースを作成
CreateResource するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

WorkMail 組織に SMTP ゲート
CreateSmtpGateway
ウェイを登録するためのアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

CreateUser

ユーザーを作成するためのアク
セス許可を付与このアクセス許
可は RegisterToWorkMail オペ
レーションを呼び出して後で有
効にできます。

書き込み

organization* (p. 2004)

アクセスコントロールルールを
DeleteAccessControlRule
削除するためのアクセス許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

DeleteAlias

特定のユーザーのエイリアスの
セットから 1 つ以上の指定され
たエイリアスを削除するための
アクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織の E メールモニタリング設
DeleteEmailMonitoringConfiguration
定を削除する許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

DeleteGroup

書き込み

organization* (p. 2004)

WorkMail からグループを削除す
るためのアクセス許可を付与

1995

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

インバウンド E メールのフロー
DeleteInboundMailFlowRule
ルールを削除して、組織に送信
[アクセス許可
された E メールに適用しないよ
のみ]
うにするためのアクセス許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織から未使用のメールドメイ
DeleteMailDomainンを削除するためのアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

メンバー (ユーザーまたはグルー
DeleteMailboxPermissions
プ) に付与されたアクセス許可を
削除するためのアクセス許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーからモバイルデバイス
DeleteMobileDevice
を削除するためのアクセス許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスルー
DeleteMobileDeviceAccessOverride
ルを削除する許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスルー
DeleteMobileDeviceAccessRule
ルを削除する許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

Amazon WorkMail 組織と、そ
DeleteOrganization
の組織の一部として Amazon
WorkMail によって管理される基
礎の AWS リソースをすべて削除
するアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織から送信された E メールに
DeleteOutboundMailFlowRule
は適用されないように、アウト
[アクセス許可
バウンドメールのフロールール
のみ]
を削除するためのアクセス許可
を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

指定されたリソースを削除する
DeleteResource ためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

指定された組織とポリシー識別
DeleteRetentionPolicy
子に基づいて保持ポリシーを削
除するためのアクセス許可を付
与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織から SMTP ゲートウェイを
DeleteSmtpGateway
削除するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

1996

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteUser

WorkMail およびそれ以降のすべ
てのシステムからユーザーを削
除するためのアクセス許可を付
与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザー、グループ、またはリ
DeregisterFromWorkMail
ソースを WorkMail で使用されな
くなったものとしてマークする
ためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織からメールドメインを削除
DeregisterMailDomain
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織の作成に使用できるディレ
DescribeDirectories
クトリのリストを表示するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

リスト

組織の E メールモニタリング設
DescribeEmailMonitoringConfiguration
定を取得する許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

DescribeGroup グループの詳細を読み取るため
のアクセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

指定された組織につい
読み込み
DescribeInboundDmarcSettings
て、DMARC ポリシーの設定を読
み取るためのアクセス許可を付
与

organization* (p. 2004)

組織に設定されたインバウンド
DescribeInboundMailFlowRule
メールのフロールールの詳細を
[アクセス許可
読み取るためのアクセス許可を
のみ]
付与

読み込み

organization* (p. 2004)

組織の作成に使用できる KMS
DescribeKmsKeysキーのリストを表示するための
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

リスト

組織に関連付けられているすべ
DescribeMailDomains
てのメールドメインの詳細を表
[アクセス許可
示するためのアクセス許可を付
のみ]
与

リスト

organization* (p. 2004)

組織に関連付けられたすべての
DescribeMailGroups
グループの詳細を表示するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

リスト

organization* (p. 2004)

組織に関連付けられたすべての
DescribeMailUsersユーザーの詳細を表示する許可
[アクセス許可
を付与
のみ]

リスト

organization* (p. 2004)

1997

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メールボックスエクスポート
DescribeMailboxExportJob
ジョブの詳細を取得するための
アクセス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

組織の詳細を読み取るためのア
DescribeOrganization
クセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

アカウントに関連付けられてい
DescribeOrganizations
るすべての組織の概要を表示す
[アクセス許可
るためのアクセス許可を付与
のみ]

リスト

組織用に構成されたアウトバウ
DescribeOutboundMailFlowRule
ンドメールのフロールールの詳
[アクセス許可
細を読み取るためのアクセス許
のみ]
可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

リソースの詳細を読み取るため
DescribeResourceのアクセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

組織に登録された SMTP ゲート
DescribeSmtpGateway
ウェイの詳細を読み取るための
[アクセス許可
アクセス許可を付与
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

DescribeUser

リスト

organization* (p. 2004)

メールグループが使用されてい
DisableMailGroups
ないときにそのメールグループ
[アクセス許可
を無効にするためのアクセス許
のみ]
可を付与して、削除を許可しま
す

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーメールボックスが使用
DisableMailUsers されなくなったときにユーザー
[アクセス許可
メールボックスを無効にするた
のみ]
めのアクセス許可を付与し、削
除できるようにします。

書き込み

organization* (p. 2004)

リソースの代理人のセットから
DisassociateDelegateFromResource
メンバーを削除するためのアク
セス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

グループからメンバーを削除す
DisassociateMemberFromGroup
るためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織内のメールドメインを有効
EnableMailDomainにするためのアクセス許可を付
[アクセス許可
与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーの詳細を読み取るため
のアクセス許可を付与

1998

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メールグループを作成後に有効
EnableMailGroupsにして、メールを受信できるよ
[アクセス許可
うにするためのアクセス許可を
のみ]
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーのメールボックスを作
EnableMailUsers 成後に有効にして、メールを受
[アクセス許可
信できるようにするためのアク
のみ]
セス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

指定された IPv4 アドレス、アク
GetAccessControlEffect
セスプロトコルアクション、ま
たはユーザー ID に適用されるア
クセスコントロールルールの効
果を取得する許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

組織レベルで関連付けられてい
GetDefaultRetentionPolicy
る保持ポリシーを取得するため
のアクセス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

E メールジャーナリング用に設
GetJournalingRules
定されたジャーナリングおよび
[アクセス許可
フォールバック E メールアドレ
のみ]
スを読み取るためのアクセス許
可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

組織内の特定のメールドメイン
の詳細を取得するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

メールドメインの詳細を取得す
GetMailDomainDetails
るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

メールグループの詳細を取得す
GetMailGroupDetails
るためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

ユーザーのメールボックスとア
GetMailUserDetails
カウントの詳細を取得するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

ユーザーのメールボックスの詳
GetMailboxDetails細を読み取るためのアクセス許
可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

サンプルアクセスイベントの特
GetMobileDeviceAccessEffect
定の属性について、モバイルデ
バイスアクセスルールの効果を
シミュレートするためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

GetMailDomain

1999

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

モバイルデバイスのアクセス
GetMobileDeviceAccessOverride
オーバーライドを取得するアク
セス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスの詳細を取得
GetMobileDeviceDetails
するためのアクセス許可を付与
[アクセス許可
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

ユーザーに関連付けられたモバ
GetMobileDevicesForUser
イルデバイスのリストを取得す
[アクセス許可
るためのアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

組織に関連付けられたモバイル
GetMobilePolicyDetails
デバイスポリシーの詳細を取得
[アクセス許可
するためのアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

アクセスコントロールルールを
ListAccessControlRules
一覧表示するためのアクセス許
可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

ListAliases

特定のエンティティに関連付け
られたエイリアスを一覧表示す
るためのアクセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

グループのメンバーの概要を読
ListGroupMembers
み取るアクセス許可を付与 ユー
ザーとグループは、グループの
メンバーにすることができます

リスト

organization* (p. 2004)

ListGroups

組織のグループの概要を一覧表
示するためのアクセス許可を付
与

リスト

organization* (p. 2004)

組織用に設定されたインバウン
ListInboundMailFlowRules
ドメールのフロールールを一覧
[アクセス許可
表示するためのアクセス許可を
のみ]
付与

リスト

organization* (p. 2004)

特定の組織のメールドメインを
ListMailDomains 一覧表示するアクセス許可を付
与

リスト

organization* (p. 2004)

メールボックスエクスポート
ListMailboxExportJobs
ジョブの一覧を表示するための
アクセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

ユーザー、グループ、またはリ
ListMailboxPermissions
ソースのメールボックスに関連
付けられたメールボックスのア
クセス許可を一覧表示するため
のアクセス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

2000

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

メールグループ内のすべてのメ
ListMembersInMailGroup
ンバーのリストを取得するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

読み込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスオー
ListMobileDeviceAccessOverrides
バーライドを一覧表示するため
のアクセス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスルー
ListMobileDeviceAccessRules
ルを一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

削除されていない組織を一覧表
ListOrganizations 示するためのアクセス許可を付
与

リスト

組織用に設定されたアウトバウ
ListOutboundMailFlowRules
ンドメールのフロールールを一
[アクセス許可
覧表示するためのアクセス許可
のみ]
を付与

リスト

organization* (p. 2004)

リソースに関連付けられた代理
ListResourceDelegates
人を一覧表示するためのアクセ
ス許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

ListResources

組織のリソースを一覧表示する
許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

組織に登録されている SMTP
ListSmtpGatewaysゲートウェイを一覧表示するた
[アクセス許可
めのアクセス許可を付与
のみ]

リスト

organization* (p. 2004)

Amazon WorkMail 組織リソース
ListTagsForResource
に適用されたタグを一覧表示す
る許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 2005)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2005)

ListUsers

組織のユーザーを一覧表示する
許可を付与

リスト

organization* (p. 2004)

新しいアクセスコントロール
PutAccessControlRule
ルールを追加するためのアクセ
ス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織の E メールモニタリング設
PutEmailMonitoringConfiguration
定を追加または更新する許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

指定された組織につい
書き込み
PutInboundDmarcSettings
て、DMARC ポリシーを有効また
は無効にするためのアクセス許
可を付与

organization* (p. 2004)

2001

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザー、グループ、またはリ
PutMailboxPermissions
ソース用にアクセス許可を設定
するためのアクセス許可を付与
し、既存のアクセス許可を置き
換えます

書き込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスオ
PutMobileDeviceAccessOverride
バーライドを追加および更新す
るアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

保持ポリシーを追加または更新
PutRetentionPolicy
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織内の新しいメールドメイン
RegisterMailDomain
を登録するアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

メールボックスおよびカレン
RegisterToWorkMail
ダー機能を関連付けて、無効に
なっている既存のユーザー、グ
ループ、またはリソースを登録
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

メールグループからメンバーを
RemoveMembersFromGroup
削除するためのアクセス許可を
[アクセス許可
付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

管理者がユーザーのパスワード
ResetPassword のリセットを許可するためのア
クセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーのアカウントのパス
ResetUserPassword
ワードをリセットするためのア
[アクセス許可
クセス許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

メールグループ内の特定のユー
SearchMembers ザーを検索するためのプレ
[アクセス許可
フィックス検索を実行するため
のみ]
のアクセス許可を付与

読み込み

organization* (p. 2004)

SetAdmin [ア
クセス許可の
み]

ユーザーを管理者としてマーク
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織のデフォルトのメールドメ
SetDefaultMailDomain
インを設定するためのアクセス
[アクセス許可
許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

E メールジャーナリング用の
SetJournalingRules
ジャーナリングとフォールバッ
[アクセス許可
クの E メールアドレスを設定す
のみ]
るためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

2002

依存アク
ション

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail

アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

作成されたメールグループの詳
SetMailGroupDetails
細を設定するためのアクセス許
[アクセス許可
可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

作成されたユーザーアカウント
SetMailUserDetails
の詳細を設定するためのアクセ
[アクセス許可
ス許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

組織に関連付けられたモバイル
SetMobilePolicyDetails
ポリシーの詳細を設定するため
[アクセス許可
のアクセス許可を付与
のみ]

書き込み

organization* (p. 2004)

新しいメールボックスエクス
StartMailboxExportJob
ポートジョブを開始するための
アクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

TagResource

タグ付け

organization* (p. 2004)

指定された Amazon WorkMail 組
織リソースにタグを付けるため
のアクセス許可を付与

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 2005)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2005)

特定の送信者と受信者の E メー
TestInboundMailFlowRules
ルにどのインバウンドルールが
[アクセス許可
適用されるかをテストするため
のみ]
のアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

特定の送信者と受取人が指定さ
TestOutboundMailFlowRules
れた E メールにどのアウトバウ
[アクセス許可
ンドルールが適用されるかをテ
のみ]
ストするためのアクセス許可を
付与

書き込み

organization* (p. 2004)

指定された Amazon WorkMail 組
UntagResource 織リソースのタグを解除する許
可を付与

タグ付け

organization* (p. 2004)
aws:TagKeys (p. 2005)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2005)

組織のデフォルトドメインであ
UpdateDefaultMailDomain
るドメインを更新するアクセス
許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織に送信されるすべての E
UpdateInboundMailFlowRule
メールに適用されるインバウン
[アクセス許可
ド E メールのフロールールの詳
のみ]
細を更新するためのアクセス許
可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

2003
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ユーザーのメールボックスの最
UpdateMailboxQuota
大サイズ (MB 単位) を更新する
ためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

モバイルデバイスアクセスルー
UpdateMobileDeviceAccessRule
ルを更新するためのアクセス許
可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織から送信されるすべての E
UpdateOutboundMailFlowRule
メールに適用されるアウトバウ
[アクセス許可
ンド E メールのフロールールの
のみ]
詳細を更新するためのアクセス
許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザー、グループ、またはリ
UpdatePrimaryEmailAddress
ソースの主要な E メールを更新
するためのアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

リソースの詳細を更新するため
UpdateResource のアクセス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

組織に登録されている既存の
UpdateSmtpGateway
SMTP ゲートウェイの詳細を更
[アクセス許可
新するためのアクセス許可を付
のみ]
与

書き込み

organization* (p. 2004)

ユーザーのアカウントに関連付
WipeMobileDeviceけられたモバイルデバイスをリ
[アクセス許可
モートワイプするためのアクセ
のみ]
ス許可を付与

書き込み

organization* (p. 2004)

依存アク
ション

Amazon WorkMail で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 1994)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

organization

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2005)

arn:${Partition}:workmail:${Region}:
${Account}:organization/${ResourceId}

Amazon WorkMail の条件キー
Amazon WorkMail では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。こ
れらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以
下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。

2004

サービス認証リファレンス サービス認証リファレンス
Amazon WorkMail Message Flow

すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエスト内のタグキーおよび値のペアでアクセスをフィル
タリングします。

文字列

リソースにアタッチされているタグのキーと値のペアでアク
セスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

Amazon WorkMail Message Flow のアクション、リ
ソース、および条件キー
Amazon WorkMail Message Flow（サービスプレフィックス: workmailmessageflow）では、IAM アク
セス許可ポリシーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキスト
キーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkMail Message Flow で定義されるアクション (p. 2005)
• Amazon WorkMail Message Flow で定義されるリソースタイプ (p. 2006)
• Amazon WorkMail Message Flow の条件キー (p. 2006)

Amazon WorkMail Message Flow で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

指定されたメッセージ ID の E
GetRawMessageContent
メールメッセージのコンテンツ
を読むアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

RawMessage* (p. 2006)

指定されたメッセージ ID の E
PutRawMessageContent
メールメッセージのコンテンツ
を更新する許可を付与

書き込み

RawMessage* (p. 2006)

依存アク
ション

Amazon WorkMail Message Flow で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 2005)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN
RawMessage

条件キー

arn:${Partition}:workmailmessageflow:
${Region}:${Account}:message/
${OrganizationId}/${Context}/${MessageId}

Amazon WorkMail Message Flow の条件キー
WorkMail Message Flow には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有の
コンテキストキーはありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリスト
については、条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon WorkSpaces のアクション、リソース、およ
び条件キー
Amazon WorkSpaces (サービスプレフィックス: workspaces) では、IAM アクセス許可ポリシーで使用で
きるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkSpaces で定義されるアクション (p. 2007)
• Amazon WorkSpaces で定義されるリソースタイプ (p. 2013)
• Amazon WorkSpaces の条件キー (p. 2013)
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Amazon WorkSpaces で定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

接続エイリアスをディレクトリ
AssociateConnectionAlias
に関連付けるためのアクセス許
可を付与します

書き込み

connectionalias* (p. 2013)

IP アクセスコントロールグルー
AssociateIpGroups
プをディレクトリに関連付ける
ためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

IP アクセスコントロールグルー
AuthorizeIpRules プにルールを追加するためのア
クセス許可を付与します

書き込み

workspaceipgroup* (p. 2013)

WorkSpace イメージをコピーす
CopyWorkspaceImage
るためのアクセス許可を付与し
ます

書き込み

workspaceimage* (p. 2013)workspaces:DescribeWork

directoryid* (p. 2013)
directoryid* (p. 2013)
workspaceipgroup* (p. 2013)

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

ディレクトリ内に Amazon
CreateConnectClientAddIn
Connect クライアントアドイン
を作成する許可を付与

書き込み

クロスリージョンリダイレクト
CreateConnectionAlias
で使用する接続エイリアスを作
成するためのアクセス許可を付
与します

書き込み

CreateIpGroup

書き込み

IP アクセスコントロールグルー
プを作成するためのアクセス許
可を付与します

2007
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${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

CreateTags

WorkSpaces リソースのタグを作 タグ付け
成するためのアクセス許可を付
与します

更新された WorkSpace イメージ
CreateUpdatedWorkspaceImage
を作成するためのアクセス許可
を付与する

書き込み

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)
workspaceimage* (p. 2013)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

WorkSpace バンドルを作成する
CreateWorkspaceBundle
ためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

workspacebundle* (p. 2013)
workspaces:CreateTags
workspaceimage* (p. 2013)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

新しい WorkSpace イメージを作
CreateWorkspaceImage
成するアクセス許可を付与

書き込み

workspaceid* (p. 2013)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

1 つ以上の WorkSpaces を作成
CreateWorkspaces
するためのアクセス許可を付与
します

書き込み

directoryid* (p. 2013)
workspacebundle* (p. 2013)
workspaceid* (p. 2013)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

ディレクトリ内の AWS
書き込み
DeleteClientBranding
WorkSpaces クライアントブラン
ディングデータ削除するアクセ
ス許可を付与します

directoryid* (p. 2013)

ディレクトリ内で設定された
書き込み
DeleteConnectClientAddIn
Amazon Connect クライアントア
ドインを削除する許可を付与

directoryid* (p. 2013)

接続エイリアスを削除するため
DeleteConnectionAlias
のアクセス許可を付与します

書き込み

connectionalias* (p. 2013)

DeleteIpGroup

書き込み

workspaceipgroup* (p. 2013)

IP アクセスコントロールグルー
プを削除するためのアクセス許
可を付与します
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DeleteTags

WorkSpaces リソースからタグを タグ付け
削除するためのアクセス許可を
付与します

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)

WorkSpace バンドルを削除する
DeleteWorkspaceBundle
ためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

workspacebundle* (p. 2013)

WorkSpace イメージを削除する
DeleteWorkspaceImage
ためのアクセス許可を付与しま
す

書き込み

workspaceimage* (p. 2013)

Amazon WorkSpaces との使用か 書き込み
DeregisterWorkspaceDirectory
らディレクトリを登録解除する
ためのアクセス許可を付与しま
す

directoryid* (p. 2013)

WorkSpaces アカウントの Bring- 読み込み
DescribeAccount Your-Own-License (BYOL) の設
定を取得するためのアクセス許
可を付与します
WorkSpaces アカウントの Bring- 読み込み
DescribeAccountModifications
Your-Own-License (BYOL) の設
定に対する変更を取得するため
のアクセス許可を付与します
ディレクトリ内の AWS
読み込み
DescribeClientBranding
WorkSpaces クライアントブラン
ディングデータを取得するアク
セス許可を付与します

directoryid* (p. 2013)

WorkSpaces クライアントに関す リスト
DescribeClientProperties
る情報を取得するためのアクセ
ス許可を付与します

directoryid* (p. 2013)

作成された Amazon Connect ク
DescribeConnectClientAddIns
ライアントアドインのリストを
取得する許可を付与

リスト

directoryid* (p. 2013)

接続エイリアスの所有者が接続
DescribeConnectionAliasPermissions
エイリアスについて他の AWS ア
カウントに付与したアクセス許
可を取得するアクセス許可を付
与します

読み込み

connectionalias* (p. 2013)

クロスリージョンリダイレクト
DescribeConnectionAliases
に使用される接続エイリアスを
記述するリストを取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

IP アクセスコントロールグルー
DescribeIpGroupsプに関する情報を取得するため
のアクセス許可を付与します

読み込み

2009
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

DescribeTags

WorkSpaces リソースのタグを記 読み込み
述するためのアクセス許可を付
与します

WorkSpace バンドルに関する情
DescribeWorkspaceBundles
報を取得するためのアクセス許
可を付与します

リスト

WorkSpaces に登録されている
DescribeWorkspaceDirectories
ディレクトリに関する情報を取
得するためのアクセス許可を付
与します

読み込み

WorkSpace イメージのアクセス
DescribeWorkspaceImagePermissions
許可に関する情報を取得するた
めのアクセス許可を付与します

読み込み

WorkSpace イメージに関する情
DescribeWorkspaceImages
報を取得するためのアクセス許
可を付与します

リスト

WorkSpace スナップショットに
DescribeWorkspaceSnapshots
関する情報を取得するためのア
クセス許可を付与します

リスト

依存アク
ション

workspaceimage* (p. 2013)

workspaceid* (p. 2013)

WorkSpaces に関する情報を取得 リスト
DescribeWorkspaces
するためのアクセス許可を付与
します
WorkSpaces の接続状態を取得す 読み込み
DescribeWorkspacesConnectionStatus
るためのアクセス許可を付与し
ます
ディレクトリから接続エイリア
DisassociateConnectionAlias
スの関連付けを解除するための
アクセス許可を付与します

書き込み

connectionalias* (p. 2013)

ディレクトリから IP アクセスコ
DisassociateIpGroups
ントロールグループの関連付け
を解除するためのアクセス許可
を付与します

書き込み

directoryid* (p. 2013)
workspaceipgroup* (p. 2013)

ディレクトリ内の AWS
書き込み
ImportClientBranding
WorkSpaces クライアントブラン
ディングデータをインポートす
るアクセス許可を付与します
Amazon WorkSpaces に BringImportWorkspaceImage
Your-Own-License (BYOL) イ
メージをインポートするための
アクセス許可を付与します
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書き込み

directoryid* (p. 2013)

ec2:DescribeImages
ec2:ModifyImageAttribute
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

WorkSpaces アカウントで Bring- リスト
ListAvailableManagementCidrRanges
Your-Own-License (BYOL) を有
効にするために使用できる CIDR
範囲を一覧表示するためのアク
セス許可を付与します
WorkSpaces を移行するためのア 書き込み
MigrateWorkspaceクセス許可を付与します
ModifyAccount

workspacebundle* (p. 2013)
workspaceid* (p. 2013)

WorkSpaces アカウントの Bring- 書き込み
Your-Own-License (BYOL) の設
定を変更するためのアクセス許
可を付与します

WorkSpaces クライアントのプロ 書き込み
ModifyClientProperties
パティを変更するためのアクセ
ス許可を付与します

directoryid* (p. 2013)

ディレクトリの SAML プロパ
ModifySamlProperties
ティを変更するアクセス許可を
付与

書き込み

directoryid* (p. 2013)

ユーザーのセルフサービス
ModifySelfservicePermissions
WorkSpace 管理機能を変更する
ためのアクセス許可を付与しま
す

Permissions directoryid* (p. 2013)
management

ユーザーが WorkSpaces にアク
ModifyWorkspaceAccessProperties
セスするために使用できるデバ
イスおよびオペレーティングシ
ステムを指定するためのアクセ
ス許可を付与します

書き込み

directoryid* (p. 2013)

WorkSpaces の作成に使用するデ 書き込み
ModifyWorkspaceCreationProperties
フォルトのプロパティを変更す
るためのアクセス許可を付与し
ます

directoryid* (p. 2013)

実行モードや AutoStop 期間を含
ModifyWorkspaceProperties
む WorkSpace プロパティを変更
するためのアクセス許可を付与
します

書き込み

workspaceid* (p. 2013)

WorkSpaces の状態を変更するた 書き込み
ModifyWorkspaceState
めのアクセス許可を付与します

workspaceid* (p. 2013)

WorkSpaces を再起動するための 書き込み
RebootWorkspaces
アクセス許可を付与します

workspaceid* (p. 2013)

WorkSpaces を再構築するための 書き込み
RebuildWorkspaces
アクセス許可を付与します

workspaceid* (p. 2013)

Amazon WorkSpaces で使用する 書き込み
RegisterWorkspaceDirectory
ディレクトリを登録するための
アクセス許可を付与します

directoryid* (p. 2013)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション

aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2013)
aws:TagKeys (p. 2014)
WorkSpaces を復元するためのア 書き込み
RestoreWorkspace
クセス許可を付与します

workspaceid* (p. 2013)

IP アクセスコントロールグルー
プからルールを削除するための
アクセス許可を付与します

書き込み

workspaceipgroup* (p. 2013)

AutoStop WorkSpaces を開始す
StartWorkspaces るためのアクセス許可を付与し
ます

書き込み

workspaceid* (p. 2013)

AutoStop WorkSpaces を停止す
StopWorkspaces るためのアクセス許可を付与し
ます

書き込み

workspaceid* (p. 2013)

Stream

書き込み

directoryid* (p. 2013)

RevokeIpRules

既存の認証情報を使用してサイ
ンインし、ワークスペースをス
トリーミングするアクセス許可
をフェデレーションユーザーに
付与

workspaces:userId (p. 2014)

WorkSpaces を終了するためのア 書き込み
TerminateWorkspaces
クセス許可を付与します

workspaceid* (p. 2013)

Amazon Connect クライアント
UpdateConnectClientAddIn
アドインを更新する許可を付
与 このアクションは、Amazon
Connect クライアントアドイン
の名前とエンドポイント URL を
更新するために使用します

書き込み

directoryid* (p. 2013)

接続エイリアスを他のアカウン
UpdateConnectionAliasPermission
トと共有または共有解除するた
めのアクセス許可を付与します

Permissions connectionalias* (p. 2013)
management

IP アクセスコントロールグルー
UpdateRulesOfIpGroup
プのルールを置き換えるための
アクセス許可を付与します

書き込み

workspaceipgroup* (p. 2013)

WorkSpace バンドルで使用され
UpdateWorkspaceBundle
る WorkSpace イメージを更新す
るためのアクセス許可を付与し
ます。

書き込み

workspacebundle* (p. 2013)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

他のアカウントにイメージを
UpdateWorkspaceImagePermission
コピーするアクセス許可があ
るかどうかを指定することによ
り、WorkSpace イメージを他の
アカウントと共有または共有解
除するためのアクセス許可を付
与します

依存アク
ション

Permissions workspaceimage* (p. 2013)
management

Amazon WorkSpaces で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 2007)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

directoryid

arn:${Partition}:workspaces:${Region}:
${Account}:directory/${DirectoryId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

arn:${Partition}:workspaces:${Region}:
workspacebundle ${Account}:workspacebundle/${BundleId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

workspaceid

arn:${Partition}:workspaces:${Region}:
${Account}:workspace/${WorkspaceId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

arn:${Partition}:workspaces:${Region}:
workspaceimage ${Account}:workspaceimage/${ImageId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

arn:${Partition}:workspaces:${Region}:
workspaceipgroup${Account}:workspaceipgroup/${GroupId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

connectionalias

arn:${Partition}:workspaces:
${Region}:${Account}:connectionalias/
${ConnectionAliasId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2014)

Amazon WorkSpaces の条件キー
Amazon WorkSpaces では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングする

文字列
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条件キー
aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

workspaces:userId

説明

タイプ

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングする

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングする

ArrayOfString

Workspaces ユーザーの ID によってアクセスをフィルタリン
グ

文字列

Amazon WorkSpaces Application Manager のアクショ
ン、リソース、および条件キー
Amazon WorkSpaces Application Manager (サービスプレフィックス: wam) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソースやアクション、条件コンテキストキーが用意さ
れています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkSpaces Application Manager で定義されるアクション (p. 2014)
• Amazon WorkSpaces Application Manager で定義されるリソースタイプ (p. 2015)
• Amazon WorkSpaces Application Manager の条件キー (p. 2015)

Amazon WorkSpaces Application Manager で定義されるアク
ション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

Amazon WAM パッケージインス
AuthenticatePackager
タンスにアプリケーションパッ
[アクセス許可
ケージカタログへのアクセスを
のみ]
許可します。

依存アク
ション

Write

Amazon WorkSpaces Application Manager で定義されるリソー
スタイプ
Amazon WorkSpaces Application Manager では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリ
ソース ARN の指定はサポートされていません。Amazon WorkSpaces Application Manager へのアクセス
を許可するには、ポリシーで “Resource”: “*” を指定します。

Amazon WorkSpaces Application Manager の条件キー
WAM には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキストキー
はありません。すべてのサービスで使用できるグローバルなコンテキストキーのリストについては、条件
に利用可能なキーを参照してください。

Amazon WorkSpaces Webのアクション、リソース、
および条件キー
Amazon WorkSpaces Web (サービスプレフィックス: workspaces-web) では、IAM アクセス許可ポリ
シーで使用できるように、以下のサービス固有のリソース,アクションおよび条件コンテキストキーが用意
されています。
リファレンス:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• Amazon WorkSpaces Webで定義されるアクション (p. 2015)
• Amazon WorkSpaces Webで定義されるリソースタイプ (p. 2019)
• Amazon WorkSpaces Webの条件キー (p. 2020)

Amazon WorkSpaces Webで定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
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トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ブラウザ設定を Web ポータルに
AssociateBrowserSettings
関連付けるためのアクセス許可
を付与します。

書き込み

ネットワーク設定を Web ポータ
AssociateNetworkSettings
ルに関連付けるためのアクセス
許可を付与します。

書き込み

依存アク
ション

browserSettings* (p. 2019)
portal* (p. 2019)

networkSettings* (p. 2019) ec2:CreateNetworkInterfa

ec2:CreateNetworkInterfa
ec2:CreateTags

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:DeleteNetworkInterfac

ec2:ModifyNetworkInterfac
portal* (p. 2019)
トラストストアを Web ポータル
AssociateTrustStore
に関連付けるアクセス許可を付
与します。

書き込み

ユーザー設定を Web ポータルに
AssociateUserSettings
関連付ける権限を付与します。

書き込み

ブラウザー設定を作成するため
CreateBrowserSettings
のアクセス許可を付与します。

書き込み

portal* (p. 2019)
trustStore* (p. 2019)
portal* (p. 2019)
userSettings* (p. 2019)
aws:TagKeyskms:CreateGrant
(p. 2020)
aws:RequestTag/
kms:Decrypt
${TagKey} (p. 2020)
kms:DescribeKey
kms:GenerateDataKey

IDプロバイダーを作成するアク
CreateIdentityProvider
セス権限を付与します。

書き込み

ネットワーク設定を作成するた
CreateNetworkSettings
めのアクセス許可を付与しま
す。

書き込み

CreatePortal

書き込み

ウエブポータルを作成する許可
を付与します。

portal* (p. 2019)

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 2020)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2020)

aws:TagKeysiam:CreateServiceLinkedR
(p. 2020)
aws:RequestTag/
kms:CreateGrant
${TagKey} (p. 2020)
kms:Decrypt
kms:DescribeKey
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

依存アク
ション
kms:GenerateDataKey

トラストストアを作成するアク
CreateTrustStore セス許可を付与します。

書き込み

ユーザー設定を作成する許可を
CreateUserSettings
付与します。

書き込み

ブラウザ設定を削除するアクセ
DeleteBrowserSettings
ス許可を付与します。

書き込み

IDプロバイダーを削除する許可
DeleteIdentityProvider
を付与します。

書き込み

ネットワーク 設定を削除する許
DeleteNetworkSettings
可を付与します。

書き込み

networkSettings* (p. 2019)

DeletePortal

Webポータルを削除する許可を
付与します。

書き込み

portal* (p. 2019)

トラストストアを削除するアク
DeleteTrustStore セス許可を付与します。

書き込み

trustStore* (p. 2019)

ユーザー設定を削除する許可を
DeleteUserSettings
付与します。

書き込み

userSettings* (p. 2019)

Web ポータルからブラウザ設定
DisassociateBrowserSettings
の関連付けを解除するアクセス
許可を付与します.

書き込み

portal* (p. 2019)

Web ポータルからネットワーク
DisassociateNetworkSettings
設定の関連付けを解除するアク
セス許可を付与します.

書き込み

portal* (p. 2019)

Web ポータルからトラストスト
DisassociateTrustStore
アの関連付けを解除するアクセ
ス許可を付与します。

書き込み

portal* (p. 2019)

Web ポータルからユーザー設定
DisassociateUserSettings
の関連付けを解除するアクセス
許可を付与します。

書き込み

portal* (p. 2019)

ブラウザ設定に関する詳細を取
GetBrowserSettings
得するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

browserSettings* (p. 2019)

ID プロバイダーに関する詳細を
GetIdentityProvider
取得するアクセス許可を付与し
ます。

読み取り

2017
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ネットワーク設定に関する詳細
GetNetworkSettings
を取得するアクセス許可を付与
します。

読み取り

networkSettings* (p. 2019)

GetPortal

読み取り

portal* (p. 2019)

Web ポータルのサービスプロ
GetPortalServiceProviderMetadata
バイダーのメタデータ情報を取
得するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

portal* (p. 2019)

GetTrustStore

トラストストアに関する詳細を
取得するアクセス許可を付与し
ます。

読み取り

trustStore* (p. 2019)

トラストストアから証明書を取
GetTrustStoreCertificate
得するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

trustStore* (p. 2019)

ユーザー設定に関する詳細を取
GetUserSettings 得するアクセス許可を付与しま
す。

読み取り

userSettings* (p. 2019)

ブラウザ設定を一覧表示するア
ListBrowserSettings
クセス許可を付与します。

読み取り

ID プロバイダを一覧表示するア
ListIdentityProviders
クセス許可を付与します。

読み取り

ネットワーク設定を一覧表示す
ListNetworkSettings
るアクセス許可を付与します。

読み取り

ListPortals

Webポータルを一覧表示する許
可を付与します。

読み取り

リソースのタグを一覧表示する
ListTagsForResource
許可を付与

読み取り

トラストストア内の証明書を一
ListTrustStoreCertificates
覧表示するアクセス許可を付与
します。

読み取り

ListTrustStores トラストストアを一覧表示する
アクセス許可を付与します。

読み取り

ユーザー設定を一覧表示するア
ListUserSettings クセス許可を付与します。

読み取り

TagResource

タグ付け

Web ポータルに関する詳細を取
得するアクセス許可を付与しま
す。

リソースに 1 つ以上のタグを追
加する許可を付与します。

2018
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ション

aws:TagKeys (p. 2020)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2020)
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

リソースから 1 つ以上のタグを
UntagResource 削除する許可を付与します。

タグ付け

ブラウザー設定を更新する許可
UpdateBrowserSettings
を付与します。

書き込み

ID プロバーダーを更新するアク
UpdateIdentityProvider
セス権限を付与します。

書き込み

ネットワーク設定を更新する許
UpdateNetworkSettings
可を付与します。

書き込み

networkSettings* (p. 2019)

UpdatePortal

Webポータルを更新する許可を
付与します。

書き込み

portal* (p. 2019)

トラストストアを更新するアク
UpdateTrustStore セス許可を付与します。

書き込み

trustStore* (p. 2019)

ユーザー設定を更新する許可を
UpdateUserSettings
付与します。

書き込み

userSettings* (p. 2019)

依存アク
ション

aws:TagKeys (p. 2020)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2020)
browserSettings* (p. 2019)

Amazon WorkSpaces Webで定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 2015)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

arn:${Partition}:workspaces-web:
browserSettings ${Region}:${Account}:browserSettings/
${BrowserSettingsId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2020)

arn:${Partition}:workspaces-web:
networkSettings ${Region}:${Account}:networkSettings/
${NetworkSettingsId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2020)

portal

arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:
${Account}:portal/${PortalId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2020)

trustStore

arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:
${Account}:trustStore/${TrustStoreId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2020)

userSettings

arn:${Partition}:workspaces-web:${Region}:
${Account}:userSettings/${UserSettingsId}

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2020)
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Amazon WorkSpaces Webの条件キー
Amazon WorkSpaces Web は、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる次の条件キーを定義しま
す。これらのキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができま
す。以下の表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、使用できるグローバル条件キーを参
照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リソースに関連付けられたタグでアクセスをフィルタリング

文字列

リクエストで渡されたタグキーでアクセスをフィルタリング

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

AWS X-Ray のアクション、リソース、および条件
キー
AWS X-Ray (サービスプレフィックス: xray) では、IAM 許可ポリシーで使用できるように、以下のサービ
ス固有のリソース、アクション、条件コンテキストキーが用意されています。
参照:
• このサービスを設定する方法について説明します。
• このサービスで使用可能な API オペレーションのリストを表示します。
• IAM アクセス許可ポリシーを使用して、このサービスとそのリソースを保護する方法を学びます。
トピック
• AWS X-Ray によって定義されるアクション (p. 2020)
• AWS X-Ray で定義されるリソースタイプ (p. 2023)
• AWS X-Ray の条件キー (p. 2024)

AWS X-Ray によって定義されるアクション
IAM ポリシーステートメントの Action エレメントでは、以下のアクションを指定できます。ポリシーを
使用して、AWS でオペレーションを実行するアクセス許可を付与します。ポリシーでアクションを使用す
る場合は、通常、同じ名前の API オペレーションまたは CLI コマンドへのアクセスを許可または拒否しま
す。ただし、場合によっては、1 つのアクションによって複数のオペレーションへのアクセスが制御され
ます。あるいは、いくつかのオペレーションはいくつかの異なるアクションを必要とします。
[リソースタイプ] 列は、各アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかどうかを示
します。この列に値がない場合は、ポリシーステートメントの Resource エレメントですべてのリソー
ス (「*」) を指定する必要があります。列にリソースタイプが含まれる場合、そのアクションを含むステー
トメントでそのタイプの ARN を指定できます。必須リソースは、アスタリスク (*) でテーブルに示されて
います。このアクションを使用してステートメントでリソースレベルのアクセス許可 ARN を指定する場
合、このタイプである必要があります。一部のアクションでは、複数のリソースタイプがサポートされて
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います。リソースタイプがオプション (必須として示されていない) の場合、一方を使用することはできま
すが、他方を使用することはできません。
以下の表の列の詳細については、「アクションテーブル」を参照してください。
アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

ID で指定されたトレースのリ
BatchGetTraces ストを取得する許可を付与。
各トレースは、単一のリクエ
ストに由来するセグメントド
キュメントのコレクションで
す。GetTraceSummaries を使用
して、トレース ID のリストを取
得します。

リスト

CreateGroup

Write

名前とフィルタ式を使用してグ
ループリソースを作成する許可
を付与。

依存アク
ション

group* (p. 2023)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2024)
aws:TagKeys (p. 2024)

計測機能が搭載されたアプリ
CreateSamplingRule
ケーションのサンプリング動作
を制御するルールを作成する許
可を付与。

Write

samplingrule* (p. 2024)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2024)
aws:TagKeys (p. 2024)

DeleteGroup

グループリソースを削除する許
可を付与。

Write

サンプリングルールを削除する
DeleteSamplingRule
許可を付与。

Write

group* (p. 2023)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)
samplingrule* (p. 2024)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)

X-Ray データの現在の暗号化設
GetEncryptionConfig
定を取得する許可を付与。

Read

GetGroup

グループリソースの詳細を取得
する許可を付与。

Read

GetGroups

アクティブなグループの詳細を
すべて取得する許可を付与。

Read

GetInsight

特定のインサイトの詳細を取得
する許可を付与。

Read

特定のインサイトのイベントを
GetInsightEvents 取得する許可を付与。

Read

2021
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

特定のインサイトに影響を受け
GetInsightImpactGraph
るサービスグラフの一部を取得
する許可を付与。

Read

オプションのフィルタを使用し
GetInsightSummaries
て、グループおよび時間範囲の
すべてのインサイトの概要を取
得する許可を付与。

Read

すべてのサンプリングルールを
GetSamplingRules取得する許可を付与。

Read

すべてのサンプリングルールに
GetSamplingStatisticSummaries
ついて、最近のサンプリング結
果に関する情報を取得する許可
を付与。

Read

サービスがリクエストのサンプ
GetSamplingTargets
リングに使用しているルールの
サンプリングクォータを要求す
る許可を付与。

Read

受信リクエストを処理するサー
GetServiceGraph ビスと、その結果として呼び出
されるダウンストリームサービ
スを記述するドキュメントを取
得する許可を付与。

Read

時間間隔にバケット化された特
GetTimeSeriesServiceStatistics
定の時間範囲によって定義され
るサービス統計情報の集計を取
得する許可を付与。

Read

1 つ以上の特定のトレース ID の
GetTraceGraph サービスグラフを取得する許可
を付与。

Read

オプションのフィルタを使用し
GetTraceSummaries
て、指定したタイムフレームで
使用可能なトレースの ID とメタ
データを取得する許可を付与。
トレース全体を取得するには、
トレース ID を BatchGetTraces
に渡します。

Read

X-Ray リソースのタグを一覧表
ListTagsForResource
示する許可を付与

リスト

X-Ray データの暗号化構成を更
PutEncryptionConfig
新する許可を付与。

Permissions
management
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アクション

説明

アクセスレ リソースタ 条件キー
ベル
イプ (* 必
須)

AWS X-Ray デーモンのテレメト
PutTelemetryRecords
リをサービスに送信する許可を
付与

Write

セグメントドキュメントを AWS
PutTraceSegments
X-Ray にアップロードする許可
を付与します。X-Ray SDK は
セグメントドキュメントを生成
し、X-Ray デーモンに送信し
て、X-Ray デーモンはそれらを
バッチ単位でアップロードしま
す。

Write

TagResource

タグ付け

X-Ray リソースにタグを追加す
る許可を付与。

依存アク
ション

group (p. 2023)
samplingrule (p. 2024)
aws:TagKeys (p. 2024)
aws:RequestTag/
${TagKey} (p. 2024)

X-Ray リソースからタグを削除
UntagResource する許可を付与。

タグ付け

group (p. 2023)
samplingrule (p. 2024)
aws:TagKeys (p. 2024)

UpdateGroup

グループリソースを更新する許
可を付与。

Write

サンプリングルールの構成を変
UpdateSamplingRule
更する許可を付与。

Write

group* (p. 2023)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)
samplingrule* (p. 2024)
aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)

AWS X-Ray で定義されるリソースタイプ
以下のリソースタイプは、このサービスによって定義され、IAM アクセス許可ポリシーステートメントの
Resource エレメントで使用できます。アクションテーブル (p. 2020)の各アクションは、そのアクショ
ンで指定できるリソースタイプを示しています。リソースタイプは、ポリシーに含めることができる条件
キーを定義することもできます。これらのキーは、テーブルの最後の列に表示されます。以下の表の列の
詳細については、「リソースタイプテーブル」を参照してください。
リソースタイプ ARN

条件キー

group

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)

arn:${Partition}:xray:${Region}:
${Account}:group/${GroupName}/${Id}
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リソースタイプ ARN

条件キー

sampling-rule

aws:ResourceTag/
${TagKey} (p. 2024)

arn:${Partition}:xray:${Region}:
${Account}:sampling-rule/${SamplingRuleName}

AWS X-Ray の条件キー
AWS X-Ray では、IAM ポリシーの Condition 要素で使用できる以下の条件キーを定義します。これら
のキーを使用して、ポリシーステートメントが適用される条件をさらに絞り込むことができます。以下の
表の列の詳細については、「条件キーテーブル」を参照してください。
すべてのサービスで使用できるグローバル条件キーを確認するには、「使用できるグローバル条件キー」
を参照してください。
条件キー

説明

タイプ

aws:RequestTag/
${TagKey}

リクエストで渡されたタグに基づいてアクションをフィルタ
リングします。

文字列

リソースに関連付けられているタグに基づいてアクションを
フィルタリングします。

文字列

リクエストで渡されたタグキーに基づいてアクションをフィ
ルタリングします。

ArrayOfString

aws:ResourceTag/
${TagKey}
aws:TagKeys

関連リソース
IAM ユーザーガイド の関連情報については、以下の関連リソースを参照してください。
• チュートリアル: はじめてのカスタマー管理ポリシーの作成とアタッチ
• IAM と連携する AWS のサービス
• ポリシーの評価論理
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