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のののののののののAWS Service Catalog

Service Catalog とは?
Service Catalog では、AWS が承認された IT サービスのカタログを作成および管理できます。この IT 
サービスには、仮想マシンイメージ、サーバー、ソフトウェア、データベースなどから包括的な多層アプ
リケーションアーキテクチャまで、あらゆるものが含まれます。

Service Catalog により、組織は一般的にデプロイされる IT サービスを集中管理でき、一貫性のあるガバ
ナンスを達成し、コンプライアンス要件を満たすうえで役立ちます。エンドユーザーは、組織によって設
定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

Service Catalog には次の利点があります。

• 標準化

製品を起動できる場所、使用できるインスタンスのタイプ、およびその他の多くの設定オプションを制
限することにより、承認済みのアセットを管理できます。その結果、組織全体で製品をプロビジョニン
グするために標準化された環境が実現します。

• セルフサービスの検出と起動

ユーザーは、アクセスできる製品 (サービスまたはアプリケーション) のリストを参照し、使用する製品
を見つけ、プロビジョニング済み製品としてすべて自分で起動できます。

• きめ細かなアクセスコントロール

管理者は、カタログから製品のポートフォリオを生成し、プロビジョニングで使用する制約とリソース
タグを追加して、AWS Identity and Access Management (IAM) のユーザーとグループを通じてポート
フォリオにアクセス権限を付与します。

• 拡張性とバージョン管理

管理者は、任意の数のポートフォリオに製品を追加し、別のコピーを作成することなく、それを制限で
きます。製品を新しいバージョンに更新すると、それを参照するすべてのポートフォリオで、すべての
製品に対して更新が伝播されます。

詳細情報については、Service Catalog 詳細ページを参照してください。

Service Catalog API では、AWS Management Consoleを使用する代わりに、すべてのエンドユーザーアク
ションに対する制御をプログラムで行うことができます。詳細については、Service Catalog デベロッパー
ガイドを参照してください。

のののののののののAWS Service Catalog
この動画（7:27）では、AWS厳選された製品カタログを作成、整理、管理する方法と、権限レベルで製品
を共有する方法について説明します。その結果、AWSエンドユーザーは基盤となるサービスに直接アクセ
スしなくても、承認済みの IT リソースを迅速にプロビジョニングできます。

AWS Service Catalogへの概論

Service Catalog の概要
Service Catalog の使用を開始するにあたり、そのコンポーネントと、管理者とエンドユーザーの初期ワー
クフローについて理解しておくと役立ちます。
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Users

Users
Service Catalog では、次のタイプのユーザーがサポートされています。

• カタログ管理者 (管理者) - 製品 (アプリケーションおよびサービス) のカタログを管理し、ポートフォリ
オに整理してエンドユーザーにアクセス権限を付与します。カタログ管理者は、AWS CloudFormation 
テンプレートの準備や制約の設定を行い、製品の IAM ロールを管理して、高度なリソース管理を提供し
ます。

• エンドユーザー - IT 部門またはマネージャーから AWS 認証情報を受け取り、AWS Management 
Console を使用して、アクセス権限を付与されている製品を起動します。単純にユーザーと呼ばれるこ
ともあるエンドユーザーには、操作要件によって異なるアクセス許可を付与できます。たとえば、ユー
ザーに (使用する製品によって求められるすべてのリソースを起動および管理できるように) 最大限のア
クセス許可レベルを付与することも、特定のサービス機能の使用に対するアクセス許可のみを付与する
こともできます。

製品
製品とは、AWS でのデプロイに利用できるようにする IT サービスのことです。製品は、EC2 インスタン
ス、ストレージボリューム、データベース、モニタリング設定、ネットワーキングコンポーネント、パッ
ケージ化された AWS Marketplace 製品など、1 つ以上の AWS リソースで構成されます。製品には、AWS 
Linux を実行する 1 つのコンピューティングインスタンス、独自の環境で実行される完全に構成された多
層ウェブアプリケーション、その中間に位置するものを使用できます。

AWS CloudFormation テンプレートをインポートして製品を作成します。AWS CloudFormation テンプ
レートでは、製品に必要な AWS リソース、リソース間の関係、エンドユーザーが製品を起動したときに
セキュリティグループの設定、キーペアの作成、その他のカスタマイズを行うために組み込むことができ
るパラメータを定義します。

プロビジョニングされた製品
AWS CloudFormation スタックにより、製品インスタンスを単一のユニットとしてプロビジョニン
グ、タグ付け、更新、および終了できるので、製品のライフサイクルを管理しやすくなります。AWS 
CloudFormation スタックには、JSON 形式または YAML 形式で記述された AWS CloudFormation テンプ
レートとそれに関連するリソースのコレクションが含まれます。プロビジョニングされた製品はスタッ
クです。エンドユーザーが製品を起動すると、Service Catalog によってプロビジョニングされる製品
のインスタンスは、製品の実行に必要なリソースを伴うスタックになります。詳細については、AWS 
CloudFormationユーザーガイド を参照してください。

ポートフォリオ
ポートフォリオとは、製品の集合で、設定情報も含まれます。ポートフォリオは、特定の製品を使用でき
るユーザー、そのユーザーに許可される製品の使用方法の管理に役立ちます。Service Catalog では、組
織のユーザータイプごとにカスタマイズしたポートフォリオを作成し、適切なポートフォリオへのアクセ
ス権を選択的に付与できます。製品の新しいバージョンをポートフォリオに追加すると、そのバージョン
は、現在のすべてのユーザーに対して自動的に利用可能になります。

また、自分のポートフォリオを他の AWS アカウントと共有して、そのアカウントの管理者がそのポート
フォリオに制約 (ユーザーが作成できる EC2 インスタンスの制限など) を加えて配布できるようにするこ
とができます。ポートフォリオ、アクセス権限、共有、制約を使用することで、組織のニーズおよび標準
に合わせて適切に設定された製品をユーザーが起動するよう制御できます。
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バージョニング
Service Catalog では、カタログで複数のバージョンの製品を管理できます。このアプローチにより、ソフ
トウェアの更新または設定の変更に基づいて新しいバージョンのテンプレートと関連するリソースを追加
できます。

新しいバージョンの製品を作成すると、その製品にアクセスできるすべてのユーザーに更新が自動的に配
信されるので、ユーザーは使用する製品のバージョンを選択できます。ユーザーは、製品の実行中のイン
スタンスを新しいバージョンにすばやく簡単に更新できます。

許可
ポートフォリオへのアクセス権をユーザーに付与すると、ユーザーはポートフォリオを閲覧して、それに
含まれる製品を起動できます。AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を適用して、カ
タログを表示および変更できるユーザーを制御できます。IAM アクセス許可は IAM ユーザー、グループ、
およびロールに割り当てることができます。

ユーザーが IAM ロールが割り当てられている製品を起動すると、Service Catalog では、そのロール
で、AWS CloudFormation を使用して製品のクラウドリソースを起動します。IAM ロールを各製品に割り
当てると、承認されていない操作を実行できるアクセス権限がユーザーに割り当てられないようにするこ
とができます。また、ユーザーは、カタログを使用してリソースをプロビジョニングできます。

制約
制約によって、特定の AWS リソースを製品に対してデプロイできる方法を制御します。制約を使用し
て、製品に制限を適用し、ガバナンスまたはコスト管理を実現できます。AWS Service Catalog の制約に
はさまざまなタイプがあります。起動の制約、通知の制約、テンプレートの制約です。

起動の制約では、ポートフォリオ内の製品に対してロールを指定します。このロールを使用して、起動時
にリソースをプロビジョニングすると、ユーザーがカタログから製品をプロビジョニングする機能に影響
を与えずに、ユーザーのアクセス許可を制限できます。

通知の制約は、Amazon SNS トピックを使用してスタックのイベントに関する通知を受けることができま
す。

テンプレート制約では、製品を起動したときにユーザーが使用できる設定パラメータ (EC2 インスタンス
タイプ、IP アドレス範囲など) を制限します。テンプレート制約では、汎用 AWS CloudFormation テンプ
レートを製品に再利用して、製品単位またはポートフォリオ単位でテンプレートに制限を適用します。

管理者の初期ワークフロー
次の図は、カタログを作成するときの管理者の初期ワークフローを示しています。
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エンドユーザーの初期ワークフロー
次の図は、エンドユーザーの初期ワークフローを示しています。

AWS Service Catalog のデフォルトのサービス
クォータ

AWSアカウントには、、、、、制約AWS Organizations、ポートフォリオ、製品、プロビジョニング済
み製品、リージョン、サービスアクション、および TagOptions、の、の、の、の、、の、の、、の、、
の、、の、、の、、の、、の、

Service Quotas を使用して、クォータを管理したり、クォータの増加をリクエストしたりできま
す。Service Quotas の詳細については、Service Quotas Service Quotas ユーザーガイドの「Service 
Quotas とは」を参照してください。クォータの増加をリクエストする方法については、「クォータ増加の
リクエスト」を参照してください。
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AWS Organizations
• 組織あたりの AWS Service Catalog 委任管理者数: 50

制約クォータ
• ポートフォリオ別の製品あたりの制約事項: 100

ポートフォリオのクォータ
• ポートフォリオあたりのユーザー、グループ、ロール: 100
• ポートフォリオあたりの製品: 150
• ポートフォリオあたりのタグ: 20
• ポートフォリオあたりの共有アカウント: 5000
• タグキーあたりのタグ値: 25

製品クォータ
• 製品あたりのユーザー、グループ、ロール: 200
• 製品あたりの製品バージョン: 100
• 製品あたりのタグ: 20
• タグキーあたりのタグ値: 25

プロビジョニング済み製品のクォータ
• プロビジョニング済み製品あたりのタグ: 50

リージョン別クォータ
• ポートフォリオ: 100
• 製品: 350

サービスアクションクォータ
• リージョンあたりのサービスアクション: 200
• 製品バージョンごとのサービスアクションの関連付け: 25

TagOptions クォータ
• TagOptions リソースあたり:25
• 1個あたりの値 TagOption:25
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Service Catalog のセットアップ
Service Catalog の使用を開始する前に、以下のタスクを完了します。

アマゾン ウェブ サービスにサインアップ
Amazon Web Services (AWS) を使用するには、AWS アカウントにサインアップする必要があります。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。ユーザーはいつでも
http://aws.amazon.com/ で [マイアカウント]、[AWS マネジメントコンソール] の順に選択することで、現
在のアカウントアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理者およびエンドユーザー用のアクセス権限の付
与

カタログ管理者とエンドユーザーは、Service Catalog を使用するためにさまざまな IAM アクセス許可を
必要とします。カタログ管理者には、Service Catalog 管理者コンソールにアクセスし、製品を作成して、
製品を管理するための IAM アクセス権限が必要です。製品をエンドユーザーが使用するには、Service 
Catalog エンドユーザーコンソールへのアクセス、製品の起動、起動された製品の (プロビジョニング済み
製品としての) 管理に必要なアクセス権限をエンドユーザーに付与する必要があります。

Service Catalog では、管理ポリシーを使用して、これらのアクセス権限の多くが提供されます。AWS は
このようなポリシーを維持し、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスで提供します。これ
らのポリシーは、IAM ユーザー、グループ、または自分やエンドユーザーが使用するロールにアタッチし
て使用できます。

• Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)
• Service Catalog 管理者へのアクセス権限の付与 (p. 6)
• Service Catalog エンドユーザーへのアクセス権限の付与 (p. 8)

Service Catalog 管理者へのアクセス権限の付与
カタログ管理者には、Service Catalog 管理者コンソールビューへのアクセスと、以下のようなタスクの実
行を許可する IAM アクセス権限が必要です。

• ポートフォリオの作成と管理
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• 製品の作成と管理
• 製品を起動するときにエンドユーザーが使用可能なオプションを管理するためのテンプレート制約の追

加
• エンドユーザーが製品を起動するときに Service Catalog が引き受ける IAM ロールを定義する起動制約

の追加
• 製品へのエンドユーザーアクセス権の付与

このチュートリアルを完了するには、ユーザー、または IAM アクセス権限を管理する管理者は、IAM ユー
ザー、グループ、またはロールにポリシーをアタッチする必要があります。

カタログ管理者にアクセス権限を付与するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。カタログ管理者として使用する IAM ユーザーをす

でに作成している場合は、そのユーザー名を選択して [アクセス許可の追加] を選択します。それ以外
の場合は、次のようにしてユーザーを作成します。

a. [ユーザーを追加] を選択します。
b. [User name] に、ServiceCatalogAdmin と入力します。
c. [Programmatic access] と [AWS Management Console access] を選択します。
d. [次へ: アクセス許可] を選択します。

3. [既存のポリシーを直接添付する] を選択します。
4. [Create policy] を選択して、次の操作を行います。

a. [JSON] タブを選択します。
b. 次のポリシー例をコピーし、[Policy Document] に貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateKeyPair", 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:AttachGroupPolicy", 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:CreateGroup", 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:CreateLoginProfile", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

c. [ポリシーの確認] を選択します。
d. [Policy Name] に「ServiceCatalogAdmin-AdditionalPermissions」と入力します。
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e. Service Catalog によって Amazon S3 に保存されているテンプレートにアクセスできるよう
に、Amazon S3 の管理者アクセス権限を付与する必要があります。詳細については、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドの「ユーザーポリシーの例」を参照してください。

f. [ポリシーの作成] を選択します。
5. アクセス権限ページのブラウザウィンドウに戻り、[Refresh] を選択します。
6. 検索フィールドに ServiceCatalog と入力してポリシーリストをフィルタリングします。
7. ポリシーと ServiceCatalogAdmin-AWSServiceCatalogAdminFullAccessAdditionalPermissionsポリ

シーのチェックボックスを選択し、[次へ:確認] を選択します。
8. ユーザーを更新する場合は [Add permissions] を選択します。

ユーザーを作成する場合は [Create user] を選択します。認証情報をダウンロードまたはコピーして、
[Close] を選択できます。

9. カタログ管理者としてサインインするには、アカウント固有の URL を使用します。この URL を確認
するには、ナビゲーションペインの [Dashboard] を選択し、[Copy Link] を選択します。ブラウザにリ
ンクを貼り付け、この手順で更新または作成した IAM ユーザーの名前とパスワードを使用します。

Service Catalog エンドユーザーへのアクセス権限
の付与

エンドユーザーが Service Catalog を使用できるようにする前に、Service Catalog エンドユーザーコ
ンソールビューへのアクセス権を付与する必要があります。アクセス権を付与するには、IAM ユー
ザー、グループ、またはエンドユーザーが使用するロールにポリシーを添付します。以下の手順で
は、AWSServiceCatalogEndUserFullAccessポリシーを IAM グループにアタッチします。詳細について
は、「AWS Service Catalog 用の AWS 管理ポリシー (p. 21)」を参照してください。

エンドユーザーグループにアクセス権限を付与するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ Groups] を選択します。
3. [Create New Group] を選択して、次の操作を行います。

a. [グループ名] に「Endusers」と入力し、[次のステップ] を選択します。
b. 検索フィールドに AWSServiceCatalog と入力してポリシーリストをフィルタリングします。
c. AWSServiceCatalogEndUserFullAccess ポリシーのチェックボックスをオンにし、[Next Step] を

選択します。また、代わりに AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess を選択することもで
きます。

d. [Review] ページで、[Create Group] を選択します。
4. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
5. [ユーザーを追加] を選択し、次の操作を行います。

a. [ユーザー名] にユーザーの名前を入力します。
b. [AWS Management Console access] を選択します。
c. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
d. [Add user to group] を選択します。
e. [Endusers] グループのチェックボックスをオンにし、[次へ: タグ]、[次へ: レビュー] の順にを選択

します。
f. [Review] (確認) ページで、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。認証情報をダウンロー

ドまたはコピーして、[閉じる] を選択します。
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使用開始
このチュートリアルでは、カタログ管理者として実行する主なタスクについて説明します。AWS 
CloudFormation テンプレートに基づいて製品を作成します。これにより、製品で使用される AWS リソー
スが定義されます。Linux Desktop 製品は、Amazon Linux 上で動作するクラウド開発環境です。ポート
フォリオに製品を追加し、エンドユーザーに配信します。最後に、エンドユーザーとしてログインして製
品をテストします。

開始する前に

「Service Catalog のセットアップ (p. 6)」で説明されている各タスクを実行します。

タスク
• ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートのダウンロード (p. 9)
• ステップ 2: キーペアを作成する (p. 12)
• ステップ 3: Service Catalog のポートフォリオを作成する (p. 13)
• ステップ 4: Service Catalog 製品を作成する (p. 13)
• ステップ 5: テンプレート制約を追加してインスタンスサイズを制限する (p. 14)
• ステップ 6: IAM ロールを割り当てる起動制約を追加する (p. 14)
• ステップ 7: ポートフォリオへのアクセス権限のエンドユーザーへの付与 (p. 16)
• ステップ 8: エンドユーザーのエクスペリエンスをテストする (p. 16)

ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートの
ダウンロード

ポートフォリオおよび製品をプロビジョニングし、設定するには、JSON または YAML 形式のテ
キストファイルである AWS CloudFormation テンプレートを使用します。詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの「テンプレート フォーマット」を参照してください。これらのテンプ
レートは、プロビジョニングするリソースについて記述します。AWS CloudFormation エディタまたはそ
の他のテキストエディタを使用して、テンプレートを作成し保存できます。このチュートリアルでは、開
始するためのシンプルなテンプレートが用意されています。このテンプレートでは、SSH アクセス用に設
定された 1 つの Linux インスタンスを起動します。

テンプレートのダウンロード
このチュートリアルのサンプルテンプレート、development-environment.template は https:// 
awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template で利用可能です。

テンプレートの概要
サンプルテンプレートのテキストは次のとおりです。

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09", 

9

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-formats.html
https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template
https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template


Service Catalog 管理者ガイド
テンプレートの概要

  "Description" : "AWS Service Catalog sample template. Creates an Amazon EC2 instance  
                    running the Amazon Linux AMI. The AMI is chosen based on the region  
                    in which the stack is run. This example creates an EC2 security  
                    group for the instance to give you SSH access. **WARNING** This  
                    template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the  
                    AWS resources used if you create a stack from this template.", 

  "Parameters" : { 
    "KeyName": { 
      "Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2 
 instance.", 
      "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName" 
    }, 

    "InstanceType" : { 
      "Description" : "EC2 instance type.", 
      "Type" : "String", 
      "Default" : "t2.micro", 
      "AllowedValues" : [ "t2.micro", "t2.small", "t2.medium", "m3.medium", "m3.large",  
        "m3.xlarge", "m3.2xlarge" ] 
    }, 

    "SSHLocation" : { 
      "Description" : "The IP address range that can SSH to the EC2 instance.", 
      "Type": "String", 
      "MinLength": "9", 
      "MaxLength": "18", 
      "Default": "0.0.0.0/0", 
      "AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})", 
      "ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x." 
   } 
  }, 

  "Metadata" : { 
    "AWS::CloudFormation::Interface" : { 
      "ParameterGroups" : [{ 
        "Label" : {"default": "Instance configuration"}, 
        "Parameters" : ["InstanceType"] 
      },{ 
        "Label" : {"default": "Security configuration"}, 
        "Parameters" : ["KeyName", "SSHLocation"] 
      }], 
      "ParameterLabels" : { 
        "InstanceType": {"default": "Server size:"}, 
        "KeyName": {"default": "Key pair:"}, 
        "SSHLocation": {"default": "CIDR range:"} 
      } 
    } 
  }, 

  "Mappings" : { 
    "AWSRegionArch2AMI" : { 
      "us-east-1"      : { "HVM64" : "ami-08842d60" }, 
      "us-west-2"      : { "HVM64" : "ami-8786c6b7" }, 
      "us-west-1"      : { "HVM64" : "ami-cfa8a18a" }, 
      "eu-west-1"      : { "HVM64" : "ami-748e2903" }, 
      "ap-southeast-1" : { "HVM64" : "ami-d6e1c584" }, 
      "ap-northeast-1" : { "HVM64" : "ami-35072834" }, 
      "ap-southeast-2" : { "HVM64" : "ami-fd4724c7" }, 
      "sa-east-1"      : { "HVM64" : "ami-956cc688" }, 
      "cn-north-1"     : { "HVM64" : "ami-ac57c595" }, 
      "eu-central-1"   : { "HVM64" : "ami-b43503a9" } 
    } 

  }, 
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  "Resources" : { 
    "EC2Instance" : { 
      "Type" : "AWS::EC2::Instance", 
      "Properties" : { 
        "InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" }, 
        "SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ], 
        "KeyName" : { "Ref" : "KeyName" }, 
        "ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" }, 
 "HVM64" ] } 
      } 
    }, 

    "InstanceSecurityGroup" : { 
      "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup", 
      "Properties" : { 
        "GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22", 
        "SecurityGroupIngress" : [ { 
          "IpProtocol" : "tcp", 
          "FromPort" : "22", 
          "ToPort" : "22", 
          "CidrIp" : { "Ref" : "SSHLocation"} 
        } ] 
      } 
    } 
  }, 

  "Outputs" : { 
    "PublicDNSName" : { 
      "Description" : "Public DNS name of the new EC2 instance", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicDnsName" ] } 
    }, 
    "PublicIPAddress" : { 
      "Description" : "Public IP address of the new EC2 instance", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicIp" ] } 
    } 
  }
}

テンプレートのリソース

テンプレートでは、製品の起動時に作成されるリソースを宣言します。次のセクションがあります。

• AWSTemplateFormatVersion(オプション) — AWSこのテンプレートの作成に使用されたテンプレート形
式のバージョン。最新のテンプレートの形式バージョンは2010-09-09-09で、現時点で唯一の有効な値で
す。

• [説明] (オプション) — テンプレートの説明。
• [パラメータ]-製品を起動するためにユーザーが指定する必要があるパラメータ。各パラメータについ

て、テンプレートには、入力する値が一致する必要がある説明と制約が含まれます。制約の詳細につい
ては、「Service Catalog の使用の制約 (p. 44)」を参照してください。

KeyName パラメータでは、エンドユーザーが Service Catalog を使用して製品を起動するときに指定す
る必要がある、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) キーペア名を指定することができます。
次のステップでキーペアを作成します。

• [メタデータ] (オプション) — テンプレートに関する追加情報を提供するオブジェク
ト。AWS::CloudFormation: Interface キーは、エンドユーザーコンソールビューがパラメーターを表示
する方法を定義します。ParameterGroups プロパティは、パラメータのグループ化の方法と、それら
のグループの見出しを定義します。ParameterLabels プロパティはフレンドリなパラメータ名を定義
します。このテンプレートに基づいた製品を起動するパラメータをユーザーが指定すると、エンドユー
ザーコンソールビューには、見出し Server size: に Instance configuration というラベルのパ
ラメータが表示され、見出し Key pair: に CIDR range: および Security configuration とい
うラベルのパラメータが表示されます。
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• マッピング (オプション) — 検索テーブルと同様に、条件付きパラメータ値を指定するために使用でき
るキーと関連値のマッピング。Resources セクションと Outputs セクションで Fn::::FindInMap 組み込
み関数を使用して、キーを対応する値と一致させることができます。上記のテンプレートには、AWS
リージョンと、それぞれに対応する Amazon マシンイメージ (AMI) のリストと、それぞれに対応す
る Amazon マシンイメージ (AMI) が含まれています。 AWS Service Catalogは、このマッピングを使
用して、AWSユーザーがで選択したリージョンに基づいてどの AMI を使用するかを決定しますAWS 
Management Console。

• リソース (必須) — スタックリソースとそのプロパティ。テンプレートの「リソース」セクションと「出
力」セクションでリソースを参照できます。上記のテンプレートでは、Amazon Linux を実行している 
EC2 インスタンスと、インスタンスへの SSH アクセスを許可するセキュリティグループを使用して、
インスタンスへの SSH アクセスを許可するセキュリティグループと、インスタンスへの SSH アクセス
を許可するセキュリティグループを使用して、Amazon Linux を実行する EC2 EC2 インスタンスリソー
スの Properties セクションでは、ユーザーが入力した情報を使用して、インスタンスタイプと SSH ア
クセスのキー名を設定します。

AWS CloudFormationは、現在のAWSリージョンを使用して、前に定義されたマッピングから AMI ID を
選択し、それにセキュリティグループを割り当てます。セキュリティグループは、ユーザーが指定する 
CIDR IP アドレス範囲からポート 22 でインバウンドアクセスを許可するように設定されます。

• [出力]-製品の起動が完了したときにユーザーに知らせるテキスト。提供されたテンプレートは、起動さ
れたインスタンスのパブリック DNS 名を取得し、それをユーザーに表示します。ユーザーが SSH を使
用してインスタンスに接続するためには、DNS 名が必要です。

テンプレートの構造ページの詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「テンプレート
リファレンス」を参照してください。

ステップ 2: キーペアを作成する
エンドユーザーが、このチュートリアル用のサンプルテンプレートに基づいた製品を起動できるようにす
るには、Amazon EC2 キーペアを作成する必要があります。キーペアは、データを暗号化するために使
用されるパブリックキーと、データを復号化するために使用されるプライベートキーの組み合わせです。
キーペアの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 キーペ
ア」を参照してください。

このチュートリアル用の AWS CloudFormation テンプレート development-environment.template
には、KeyName パラメータが含まれます。

. . . 
  "Parameters" : { 
    "KeyName": { 
      "Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2 
 instance.", 
      "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName" 
    },
. . .

エンドユーザーは、テンプレートに基づいた製品を起動するために Service Catalog を使用するときに、
キーペアの名前を指定する必要があります。

使用したいキーペアがすでにアカウントにある場合は、「ステップ 3: Service Catalog のポートフォリオ
を作成する (p. 13)」に進むことができます。それ以外の場合は、以下の手順を完了します。

キーペアを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Network & Security] で、[Key Pairs] を選択します。
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3. [Key Pairs] ページで、[Create Key Pair] を選択します。
4. [Key pair name] に、覚えやすい名前を入力し、[Create] を選択します。
5. コンソールでプライベートキーファイルの保存を求められたら、安全な場所に保存します。

Important

プライベートキーのファイルを保存できるのは、このタイミングだけです。

ステップ 3: Service Catalog のポートフォリオを作
成する

製品をユーザーに提供するには、最初に製品のポートフォリオを作成します。

ポートフォリオを作成するには

1. Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)。
2. Service Catalog 管理者コンソールを初めて使用する場合は、[ライブラリの開始方法でソリューショ

ンを起動する] を選択してポートフォリオを設定するウィザードを開始します。それ以外の場合は、
[ポートフォリオの作成] を選択します。

3. 以下の値を入力します。

• ポートフォリオ名 - Engineering Tools
• ポートフォリオの説明 —Sample portfolio that contains a single product.
• 所有者 - IT (it@example.com)

4. [作成] を選択します。

ステップ 4: Service Catalog 製品を作成する
ポートフォリオを作成すると、製品を追加する準備が整います。このチュートリアルでは、Amazon Linux 
上で実行するクラウド開発環境である、Linux Desktop という製品を作成します。

製品を作成するには

1. 前のステップを完了すると、[Portfolios] ページがすでに表示されています。それ以外の場合は、
[https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/] を開きます。

2. 作成したエンジニアリングツールポートフォリオを選択して開きます。次に、[新しい製品をアップ
ロード] を選択します。

3. 「商品の詳細」セクションの「商品の作成」ページで、以下を入力します。

• [製品名] - Linux Desktop
• 製品説明 —Cloud development environment configured for engineering staff. 
Runs AWS Linux.

• [所有者] - IT
• [ディストリビューター] – (空白)

4. [バージョンの詳細] ページで、[ CloudFormation テンプレートを使用する] を選択します。次に、
[Amazon S3 テンプレート URL の指定] を選択し、次のように入力します。

• [テンプレートの選択] - https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
development-environment.template

• [バージョンタイトル] - v1.0
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ステップ 5: テンプレート制約を追加する

• [説明] - Base Version
5. [Support の詳細] セクションで、以下を入力し、[製品の作成] を選択します。

• [連絡先 E メール] - ITSupport@example.com
• [サポートリンク] - https://wiki.example.com/IT/support
• [サポートの説明] -Contact the IT department for issues deploying or connecting 
to this product.

ステップ 5: テンプレート制約を追加してインスタ
ンスサイズを制限する

制約により、ポートフォリオレベルでの製品の制御が強化されます。制約では、製品の起動コンテキスト
を制御 (起動制約) したり、AWS CloudFormation テンプレートにルールを追加 (テンプレート制約) したり
できます。詳細については、「Service Catalog の使用の制約 (p. 44)」を参照してください。

起動時にラージインスタンスタイプをユーザーが選択できないようにするテンプレート制約を Linux 
Desktop 製品に追加できます。development-environment テンプレートにより、ユーザーは 6 つのイ
ンスタンスタイプから選択できます。この制約では、有効なインスタンスタイプを 2 つの最小タイプ 
(t2.micro および t2.small) に制限します。詳細については、「Linux インスタンス用の Amazon EC2 
ユーザーガイド」の「T2 インスタンス」を参照してください。

テンプレート制約を Linux Desktop 製品を追加するには

1. ポートフォリオの詳細ページで、「制約」を選択し、「制約の作成」を選択します。
2. 「制約の作成」ページの「製品」で、「Linux Desktop」を選択します。次に、[制約タイプ]で、[テン

プレート] を選択します。
3. 「テンプレート制約」セクションで、「テキストエディター」を選択します。
4. 次のテキストエディターに貼り付けます。

{ 
  "Rules": { 
    "Rule1": { 
      "Assertions": [ 
        { 
          "Assert" : {"Fn::Contains": [["t2.micro", "t2.small"], {"Ref": 
 "InstanceType"}]}, 
          "AssertDescription": "Instance type should be t2.micro or t2.small" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

5. [制約の説明] に、と入力しますSmall instance sizes。
6. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 6: IAM ロールを割り当てる起動制約を追
加する

起動制約は、エンドユーザーが製品を起動するときに IAM が引き受ける AWS Service Catalog ロールを指
定します。
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ステップ 6: 起動制約を追加する

このステップでは、製品の AWS Service Catalog テンプレートの一部である AWS リソースを AWS 
CloudFormation が使用できるよう、Linux Desktop 製品に起動制約を追加します。

起動の制約として製品に割り当てる IAM ロールには、以下を使用するアクセス権限が必要です。

1. AWS CloudFormation
2. 製品用の AWS CloudFormation テンプレートのサービス。
3. Amazon S3 の AWS CloudFormation テンプレートへの読み取りアクセス

この起動制約により、エンドユーザーは製品を起動し、起動後にそれをプロビジョニング済み製品とし
て管理できるようになります。詳細については、「AWS Service Catalog 起動の設定」を参照してくださ
い。

起動制約がない場合、エンドユーザーが Linux Desktop 製品を使用するには、事前に追加の IAM アクセ
ス権限をエンドユーザーに付与する必要があります。たとえば、ServiceCatalogEndUserAccess ポ
リシーにより、IAM エンドユーザーコンソールビューにアクセスするために必要な最小の AWS Service 
Catalog アクセス権限が付与されます。

起動制約を使用することで、エンドユーザーの IAM アクセス権限を最小に抑えることができます。これは 
IAM のベストプラクティスです。詳細については、IAM ユーザーガイドの「最小特権を付与」を参照して
ください。

IAM ポリシーを作成するには、それを IAM ロールに添付して、起動の制約を追加します。

起動の制約を追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/iamIAM でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ポリシー]、[ポリシーの作成] の順に選択し、次の操作を行います。

a. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。
b. 次のポリシーの例をコピーして [テキスト] ボックスのプレースホルダー JSON を置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "cloudformation:SetStackPolicy", 
                "cloudformation:ValidateTemplate", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "ec2:*", 
                "s3:GetObject", 
                "servicecatalog:*", 
                "sns:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

c. [次へ]、[タグ] を選択します。
d. [次へ]、 [確認] を選択します。
e. 「ポリシーの確認」ページの「名前」に、次のように入力しますlinuxDesktopPolicy。
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ステップ 7: ポートフォリオへのアク
セス権限のエンドユーザーへの付与

f. [ポリシーの作成] を選択します。
3. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。次に、[ロールの作成] を選択して、次の操作を行い

ます。

a. [信頼できるエンティティの選択] で [AWSサービス] を選択し、[AWS他のサービスのユースケー
ス] で [Service Catalog] を選択します。Service Catalog のユースケースを選択し、[次へ] を選択
します。

b. linuxDesktopPolicyポリシーを検索し、チェックボックスを選択します。
c. [Role name](ロール名) に linuxDesktopLaunchRole を入力します。
d. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

4. AWS Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog)。
5. [Engineering Tools] ポートフォリオを選択します。
6. ポートフォリオの詳細ページで、「制約」タブを選択し、「制約の作成」を選択します。
7. [製品]で、[Linux Desktop] を選択し、[制約タイプ]で、[起動] を選択します。
8. [IAM ロールの選択] を選択します。次に [linuxDesktopLaunchロール] を選択し、[作成] を選択しま

す。

ステップ 7: ポートフォリオへのアクセス権限のエ
ンドユーザーへの付与

これでポートフォリオを作成し、製品を追加したので、エンドユーザーにアクセス権限を付与することが
できます。

前提条件

エンドユーザーの IAM グループを作成していない場合は、「Service Catalog エンドユーザーへのアクセ
ス権限の付与 (p. 8)」を参照してください。

ポートフォリオへのアクセス権限を提供するには

1. ポートフォリオの詳細ページで、[グループ、ロール、ユーザー] タブを選択します。
2. [グループ、ロール、ユーザーの追加] を選択します。
3. [グループ] タブで、エンドユーザーの IAM グループのチェックボックスをオンにします。
4. [プロセスの追加] を選択します。

ステップ 8: エンドユーザーのエクスペリエンスを
テストする

エンドユーザーが正常にエンドユーザーコンソールビューにアクセスし、製品を起動できることを確認す
るには、AWS にエンドユーザーとしてサインインしてこれらのタスクを実行します。

エンドユーザーがエンドユーザーコンソールにアクセスできることを確認するには

1. IAM ユーザーとしてサインインするには、アカウント固有の URL を使用します。この URL を確認す
るには、IAM コンソールを開き、ナビゲーションペインの [ダッシュボード] を選択して、ナビゲー
ションペインの [ダッシュボード] を選択します。「AWSアカウント」セクションの「このアカウン
トの IAM ユーザーのサインイン URL」にある URL をコピーします。ブラウザにリンクを貼り付け、 
IAM ユーザーの名前とパスワードを使用します。
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ステップ 8: エンドユーザーの
エクスペリエンスをテストする

2. メニューバーで、Engineering Tools ポートフォリオを作成した AWS リージョンを選択します。
このチュートリアルでは、[us-east-1 リージョン] を選択します。

3. https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/AWS Service Catalog のコンソールを開いて以下を確
認してください。

• [製品] - ユーザーが使用できる製品。
• [プロビジョニング済み製品] - ユーザーが起動したプロビジョニング済み製品。

エンドユーザーが Linux Desktop デスクトップ製品を起動できることを検証するには

このチュートリアルでは、[us-east-1 リージョン] を選択していることに注意してください。

1. コンソールの [製品] セクションで [Linux Desktop] を選択します。
2. [製品の起動] をクリックして、製品を構成するウィザードを開始します。
3. [起動: Linux Desktop] ページで、[プロビジョニング済み製品名] に「Linux-Desktop」と記入しま

す。
4. [パラメータ] ページで、以下を入力し、[次へ] をクリックします。

• [サーバーサイズ] - t2.micro を選択します。
• [キーペア] - ステップ 2: キーペアを作成する (p. 12) で作成したキーペアを選択します。
• [CIDR 範囲] - インスタンスへの接続する IP アドレスの有効な CIDR 範囲を入力します。任意の IP 

アドレスからのアクセスを許可するデフォルト値 (0.0.0.0/0) 、または自分の IP アドレスに /32 を
追加して自分の IP アドレスのみにアクセスを制限するか、またはその中間とすることができます。

5. [製品の起動] を選択して、スタックを起動します。コンソールには Linux Desktop のスタックのス
タック詳細ページが表示されます。製品の初期ステータスは「変更中」 です。AWS Service Catalog 
が製品を起動するには数分間かかります。現在のステータスを表示するには、ブラウザを更新してく
ださい。製品が起動すると、ステータスは [Available] になります。
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前提条件

入門ライブラリ
Service Catalog には、Well-Architected 製品テンプレートの入門ライブラリが用意されているため、すぐ
に作業を開始できます。入門ライブラリポートフォリオの任意の製品を自分のアカウントにコピーし、
ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

トピック
• 前提条件 (p. 18)
• 詳細はこちら (p. 18)

前提条件
入門ライブラリのテンプレートを使用する前に、次のものがあることを確認してください。

• AWS CloudFormation テンプレートを使用するために必要なアクセス許可。詳細については、「AWS 
Identity and Access Management を使用したユーザーアクセスの制御」を参照してください。

• Service Catalog の管理に必要な管理者権限。詳細については、「the section called “Identity and Access 
Management” (p. 20)」を参照してください。

詳細はこちら
Well-Architected フレームワークの詳細については、「AWS Well-Architected」を参照してください。
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データ保護

Service Catalog でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティお
よびクラウド内のセキュリティと説明しています。

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

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Service Catalog を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役
立ちます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Service 
Catalog を設定する方法を示します。また、Service Catalog リソースのモニタリングや保護に役立つ他の 
AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Service Catalog でのデータ保護 (p. 19)
• Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)
• Service Catalog でのログ記録とモニタリング (p. 28)
• Service Catalog のコンプライアンス検証 (p. 28)
• Service Catalog での耐障害性 (p. 29)
• Service Catalog でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 29)
• Service Catalog のセキュリティのベストプラクティス (p. 30)

Service Catalog でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Service Catalog でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明した
ように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを保護します。
お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があ
ります。このコンテンツには、使用する AWS のサービスのセキュリティ設定および管理タスクが含まれ
ます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログの「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」のブログ記事を参照してください。

データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のユーザーアカウントを AWS Identity 
and Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれの職務を遂行
するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護するこ
とをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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暗号化によるデータの保護

• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
• AWS を使用して API とユーザーアクティビティログを設定します CloudTrail。
• AWS 暗号化ソリューションを、AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2 検証済

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

お客様のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由形式のフィール
ドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を
使用して、AWS Service Catalog、または AWS のその他のサービスで作業する場合も含まれます。AWS 
Service Catalog や他のサービスに入力したすべてのデータは、診断ログに取り込まれる可能性がありま
す。外部サーバーへの URL を指定するときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を 
URL に含めないでください。

暗号化によるデータの保護
保管中の暗号化
Service Catalog では、Amazon が管理するキーを使用して、保管時に暗号化される Amazon S3 バケット
および Amazon DynamoDB データベースを使用します。詳細については、Amazon S3 および Amazon 
DynamoDB で提供される保管時の暗号化に関する情報を参照してください。

転送中の暗号化
Service Catalog は、発信者と AWS 間を転送中の情報の暗号化に、Transport Layer Security (TLS) とクラ
イアント側の暗号化を使用します。

VPC エンドポイントを作成して Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) から Service Catalog APIに
プライベートにアクセスできます。VPC エンドポイントを使うと、VPC と Service Catalog の間のルー
ティングが AWS ネットワークによって処理されます。インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェ
イ、VPN 接続は必要ありません。

AWS Service Catalog で使用される VPC エンドポイントの最新世代では、Amazon が使用されています。
これは PrivateLink、VPC でのプライベート IP と Elastic Network Interface を使用することにより、AWS
のサービス間でのプライベート接続を実現するAWSのテクノロジーです。

Service Catalog の Identity and Access 
Management

Service Catalog へのアクセスには、認証情報が必要です。これらの認証情報には、Service Catalog ポー
トフォリオや製品など、AWS リソースにアクセスするための権限が必要です。Service Catalog は、AWS 
Identity and Access Management (IAM) と統合して、製品の作成および管理のために必要なアクセス権限
を Service Catalog 管理者に付与できるようにします。また、製品を起動し、プロビジョニング済み製品
を管理するために必要なアクセス権限をService Catalog エンドユーザーに付与します。これらのポリシー
は、AWS によって作成、管理されるか、管理者やエンドユーザーによって個別に作成、管理されます。ア
クセスを制御するには、IAM ユーザー、グループ、および Service Catalog で使用するロールに、これら
のポリシーをアタッチします。
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トピック
• 対象者 (p. 21)
• AWS Service Catalog 用の AWS 管理ポリシー (p. 21)
• AWS Service Catalog のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 22)
• AWS Service Catalog Identity and Access のトラブルシューティング (p. 26)
• アクセスの制御 (p. 28)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) を介してお客様に与えられる権限は、でのロールによって異
なる場合がありますService Catalog。

AWS Identity and Access Management(IAM) を介してお客様に与えられる権限は、でのロールによっても
異なる場合がありますService Catalog。

管理者 - Service Catalog 管理者には、管理者コンソールへのフルアクセスと、ポートフォリオと製品の作
成および管理、制約の管理、エンドユーザーへのアクセスの許可などのタスクを実行できる IAM 権限が必
要です。

エンドユーザー - エンドユーザーが製品を使用できるようにするには、Service Catalog エンドユーザーコ
ンソールへのアクセス権を付与する必要があります。また、製品を起動し、プロビジョニング済み製品を
管理する権限も付与できます。

IAM 管理者 - 管理者は、Service Catalog へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認
する場合があります。IAM で使用できる Service Catalog アイデンティティベースのポリシーの例を表示
するには、the section called “AWS Service Catalog 用の AWS 管理ポリシー” (p. 21) を参照してくださ
い。

AWS Service Catalog 用の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、およびロールにアクセス権限を追加する AWS 管理ポリシーを使用することをお勧
めします。チームの適切な IAM カスタマー管理ポリシーを作成するには、時間と製品の専門知識への投資
が必要です。AWS 管理ポリシーを使用するとすぐに始めることができます。これらのポリシーは、一般的
なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウントで利用できます。AWS マネージドポリシーの
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。このタイプの更新は、ポリシーがあるすべてのアイデ
ンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。新しい機能がリリースされた場合や、新しいオ
ペレーションが使用可能になった場合に、AWS 管理ポリシーを更新する可能性が最も高くなります。サー
ビスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄
されることはありません。

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

AWS によって作成されたマネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス権限を付与しま
す。IAM ユーザーとロールにこれらのポリシーをアタッチできます。詳細については、「IAM ユーザーガ
イド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

Service Catalog に対する AWS 管理ポリシーを次に示します。
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Administrators
• AWSServiceCatalogAdminFullAccess— 管理者コンソールへのフルアクセス権を付与し、製品およ

びポートフォリオを作成および管理する権限を付与します。
• AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess— 管理者コンソールビューへのフルアクセス権を付与

します。製品とポートフォリオを作成または管理するためのアクセス権は付与しません。
エンドユーザー

• AWSServiceCatalogEndUserFullAccess— エンドユーザーコンソールビューへのフルアクセス権を
付与します。製品を起動し、プロビジョニング済み製品を管理するアクセス権を付与します。

• AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess— エンドユーザーコンソールビューへの読み取り専
用アクセス権を付与します。製品を起動し、プロビジョニング済み製品を管理するアクセス権は付
与しません。

IAM ユーザーにポリシーをアタッチするには、AWS Identity and Access Managementユーザーガイド
の「IAM ID 権限の追加と削除」を参照してください。

非推奨ポリシー
次の管理ポリシーは廃止されました。

• ServiceCatalogAdminFullAccess— AWSServiceCatalogAdminFullAccess代わりに使用してください。
• ServiceCatalogAdminReadOnlyAccess— AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess代わりに使用して

ください。
• ServiceCatalogEndUserFullAccess— AWSServiceCatalogEndUserFullAccess代わりに使用してくださ

い。
• ServiceCatalogEndUserAccess— AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess代わりに使用してくだ

さい。

次の手順を使用して、現在のポリシーを使用して管理者とエンドユーザーにアクセス権限を確実に付与し
ます。

廃止されたポリシーから現在のポリシーに移行するには、AWS Identity and Access Managementユーザー
ガイドの「IAM ID 権限の追加と削除」を参照してください。

AWS Service Catalog のアイデンティティベースのポ
リシーの例
トピック

• エンドユーザーのコンソールアクセス (p. 22)
• エンドユーザー向け製品アクセス (p. 23)
• プロビジョニング済み製品を管理するためのポリシーの例 (p. 23)

エンドユーザーのコンソールアクセス
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess および AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess ポリシーに
より、Service Catalog エンドユーザーコンソールビューへのアクセス権が付与されます。これらのいずれ
かのポリシーを持っているユーザーが AWS Management Console で [Service Catalog] を選択すると、エ
ンドユーザーコンソールビューに、起動権限を持っている製品が表示されます。

アクセス権限を付与した製品をエンドユーザーが Service Catalog から正常に起動するには、追加の IAM 
アクセス権限をエンドユーザーに提供することにより、製品の AWS CloudFormation テンプレートの
基盤となる各 AWS リソースの使用を許可する必要があります。例えば、製品テンプレートに Amazon 
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Relational Database Service (Amazon RDS) が含まれる場合、製品を起動する Amazon RDS アクセス許可
をユーザーに付与する必要があります。

AWS リソースへの最小アクセス権限を適用しながら、エンドユーザーが製品を起動できるようにする方法
については、「the section called “制約の使用” (p. 44)」を参照してください。

AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess ポリシーを適用すると、ユーザーはエンドユーザーコン
ソールにアクセスできますが、製品を起動し、プロビジョニング済み製品を管理するために必要なアクセ
ス権限は与えられません。IAM を使用してエンドユーザーに直接これらのアクセス権限を付与することも
できますが、AWS リソースに対するエンドユーザーのアクセス権限を制限する場合は、ポリシーを起動
ロールにアタッチします。次に、Service Catalog を使用して、製品の起動制約に起動ロールを適用しま
す。起動ロールの適用、起動ロールの制限、サンプルの起動ロールの詳細については、「Service Catalog 
の起動制約 (p. 45)」を参照してください。

Note

Service Catalog 管理者用の IAM アクセス許可をユーザーに付与した場合は、代わりに管理者コン
ソールビューが表示されます。エンドユーザーが管理者コンソールビューにアクセス可能にする
場合を除き、これらのアクセス権限をエンドユーザーに付与しないでください。

エンドユーザー向け製品アクセス
エンドユーザーが、アクセス権限を付与する製品を使用できるようにするには、製品の AWS 
CloudFormation テンプレートで、基盤となる各 AWS リソースを使用できるようにする追加の IAM アク
セス権限を提供する必要があります。例えば、製品テンプレートに Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) が含まれる場合、製品を起動する Amazon RDS アクセス許可をユーザーに付与する必要が
あります。

ServiceCatalogEndUserAccess ポリシーを適用すると、ユーザーはエンドユーザーコンソールビューにア
クセスできますが、製品を起動し、プロビジョニング済み製品を管理するために必要なアクセス権限は与
えられません。IAM でエンドユーザーに直接これらのアクセス権限を付与できますが、エンドユーザーが 
AWS リソースに対して持つアクセス権限を制限する場合は、ポリシーを起動ロールにアタッチします。
次に、Service Catalog を使用して、製品の起動制約に起動ロールを適用します。起動ロールの適用、起動
ロールの制限、サンプルの起動ロールの詳細については、「Service Catalog の起動制約 (p. 45)」を参
照してください。

プロビジョニング済み製品を管理するためのポリシーの例
カスタムポリシーを作成して所属組織のセキュリティ要件を満たすことができます。以下では、ユーザー
レベル、ロールレベル、アカウントレベルをサポートするアクションごとにアクセスレベルをカスタマ
イズする方法の例を示します。各自のロールまたは各自がログインしているアカウントで作成したプロ
ビジョニング済み製品を表示、更新、終了、管理するためのアクセス権を付与できます。ユーザー自身
が作成したもののみを操作することも、他のユーザーが作成したものも含めて操作することもできます。
このアクセス権は階層状に順次適用されます。アカウントレベルのアクセスを付与すると、ロールレベ
ルとユーザーレベルのアクセスも付与されます。ロールレベルのアクセスを付与すると、ユーザーレベ
ルのアクセスも付与されますが、アカウントレベルのアクセスは付与されません。これらのアクセス権
は、Condition ブロックを accountLevel、roleLevel、または userLevel として使用して、ポリ
シー JSON で指定できます。

これらの例は、Service Catalog API 書き込みオペレーション、 UpdateProvisionedProduct
と TerminateProvisionedProduct、および読み取りオペレーション、
DescribeRecord、ScanProvisionedProducts、ListRecordHistory のアクセスレベルにも
適用されます。ScanProvisionedProducts および ListRecordHistory API オペレーションは
AccessLevelFilterKey という入力を使用し、このキーの値は上で説明した Condition ブロックレ
ベルに対応します (accountLevel は「アカウント」の AccessLevelFilterKey 値、roleLevel は
「ロール」、userLevel は「ユーザー」に相当します)。詳細については、Service Catalog デベロッパー
ガイドを参照してください。

例
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• 例: プロビジョニング済み製品に対する完全な管理アクセス (p. 24)
• 例: プロビジョニング済み製品へのエンドユーザーアクセス (p. 24)
• 例: プロビジョニング済み製品に対する部分的な管理アクセス (p. 25)

例: プロビジョニング済み製品に対する完全な管理アクセス

次のポリシーでは、アカウントレベルで、カタログ内のプロビジョニング済み製品およびレコードに対す
る読み取りと書き込みのフルアクセスを許可します。

{   
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[   
      {   
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[   
            "servicecatalog:*" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "servicecatalog:accountLevel": "self" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

このポリシーは、次のポリシーと機能的に同じものです。

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

つまり、Condition のどのポリシーにも Service Catalog ブロックを指定しない
と、"servicecatalog:accountLevel" のアクセスを指定した場合と同じに扱われま
す。accountLevel のアクセスには、roleLevel と userLevel のアクセスが含まれることに注意して
ください。

例: プロビジョニング済み製品へのエンドユーザーアクセス

次のポリシーでは、読み取りと書き込みのオペレーションへのアクセスを、現在のユーザーが作成したプ
ロビジョニング済み製品または関連するレコードにのみ制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeProduct", 
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                "servicecatalog:DescribeProductView", 
                "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", 
                "servicecatalog:DescribeRecord", 
                "servicecatalog:ListLaunchPaths", 
                "servicecatalog:ListRecordHistory", 
                "servicecatalog:ProvisionProduct", 
                "servicecatalog:ScanProvisionedProducts", 
                "servicecatalog:SearchProducts", 
                "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct", 
                "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:userLevel": "self" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
 }

例: プロビジョニング済み製品に対する部分的な管理アクセス
次の 2 つのポリシーでは、両方が同じユーザーに適用された場合、読み取り専用のフルアクセスと書き込
みの制限付きアクセスを提供することで、一種の「部分的な管理アクセス」を許可します。つまり、ユー
ザーはカタログのアカウント内にあるプロビジョニング済み製品または関連するレコードを表示すること
はできますが、そのユーザーが所有しないプロビジョニング済み製品やレコードに対しては一切の操作を
実行できません。

最初のポリシーでは、ユーザーに許可されるアクセスは、現在のユーザーが作成したプロビジョニング済
み製品に対する書き込みオペレーションのみとなり、他のユーザーが作成したプロビジョニング済み製品
は対象外になります。2 番目のポリシーでは、すべて (ユーザー、ロール、またはアカウント) が作成した
プロビジョニング済み製品に対する読み込みオペレーションへのフルアクセスを追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeProduct", 
                "servicecatalog:DescribeProductView", 
                "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", 
                "servicecatalog:ListLaunchPaths", 
                "servicecatalog:ProvisionProduct", 
                "servicecatalog:SearchProducts", 
                "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct", 
                "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:userLevel": "self" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
 }

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeRecord", 
                "servicecatalog:ListRecordHistory", 
                "servicecatalog:ScanProvisionedProducts" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:accountLevel": "self" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
 }

AWS Service Catalog Identity and Access のトラブル
シューティング
次の情報は、AWS Service Catalog と AWS Identity and Access Management の使用に伴って発生する可
能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック
• AWS Service Catalog でアクションを実行する権限がない (p. 26)
• iam を実行する認可がない:PassRole (p. 26)
• アクセスキーを表示したい (p. 27)
• 管理者として AWS Service Catalog へのアクセスを他のユーザーに許可する (p. 27)
• AWS アカウント以外のユーザーに AWS Service Catalog リソースへのアクセスを許可した

い (p. 27)

AWS Service Catalog でアクションを実行する権限がない
AWS マネジメントコンソールから、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合
わせ、サポートを依頼する必要があります。ユーザー名とパスワードは、その管理者から提供されたもの
です。以下のエラー例は、mateojackson IAM my-example-widget ユーザーがコンソールを使用して架空の
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の awes:GetWidget アクセス許可がないとい
う場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、awes: my-example-widget GetWidget アクションを使用してリソースにアクセスで
きるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam を実行する認可がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、管理者に問い合わせ、
サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワードを発行した人で
す。AWS Service Catalog にロールを渡すことができるようにポリシーを更新するよう、管理者に依頼し
ます。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要
です。
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以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS Service Catalog でア
クションを実行しようする場合に発生します。ただし、アクションには、サービスロールによってサービ
スに許可が付与されている必要があります。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole   
       

この場合、メアリーは担当の管理者にiam:PassRole アクションを実行できるようにポリシーの更新を依頼
します。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーには、アクセスキー ID (例えば、AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー 
(例えば、bPxRfi wJalrXUtenFEMI/K7MDENG/CYEXAMPLEKEY) の 2 つのパートがあります。

ユーザー名とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセ
スキーの両方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理
してください。

「AWS 全般リファレンスガイド」の 正規ユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサード
パーティーに提供しないでください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する
場合があります。

アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として AWS Service Catalog へのアクセスを他のユーザー
に許可する
AWS Service Catalog へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプ
リケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、この
エンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS Service Catalog の適切なアク
セス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります

すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

AWS アカウント以外のユーザーに AWS Service Catalog リソー
スへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• AWS Service Catalog でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、AWS Service Catalog 
管理者ガイドの「AWS Service Catalog での Identity and Access Management」を参照してください。

27

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html#FindingCanonicalId
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-delegated-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-delegated-user.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/controlling_access.html


Service Catalog 管理者ガイド
アクセスの制御

• すべての所有してる AWS アカウントのリソースに対するアクセスを許可する方法については、IAM 
ユーザーガイドの「所有している別の AWS アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」を参照
してください。

• サードパーティーの AWS アカウントにリソースへのアクセスを提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドのサードパーティーが所有する AWS アカウントへのアクセス権を付与するを参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

アクセスの制御
Service Catalog ポートフォリオにより、エンドユーザーのグループに対するアクセスコントロールのレベ
ルが管理者に与えられます。ユーザーをポートフォリオに追加すると、ユーザーは、ポートフォリオ内の
任意の製品を閲覧および起動できるようになります。詳細については、「the section called “ポートフォリ
オの管理” (p. 31)」を参照してください。

制約
制約により、特定のポートフォリオから製品を起動するときにエンドユーザーに適用されるルールが制御
されます。制約を使用して、製品に制限を適用し、ガバナンスまたはコスト管理を実現します。制約の詳
細については、「the section called “制約の使用” (p. 44)」を参照してください。

Service Catalog 起動制約により、エンドユーザーが必要とするアクセス権限をより詳細に制御できます。
管理者がポートフォリオ内の製品の起動制約を作成すると、起動制約によって、エンドユーザーがその
ポートフォリオから製品を起動するときに使用されるロール ARN が関連付けられます。このパターン
を使用して、AWS リソース作成に対するアクセス権限を管理できます。詳細については、「the section 
called “起動制約” (p. 45)」を参照してください。

Service Catalog でのログ記録とモニタリング
Service CatalogはAWS CloudTrail、すべてのService Catalog API コールをキャプチャし、そのログファ
イルを、指定した Amazon S3 バケットに渡すサービスです。詳細については、の「AWS Service Catalog 
API コールのログ記録」を参照してください CloudTrail。

通知制約を使用して、スタックイベントに関する Amazon SNS 通知を設定することもできます。詳細につ
いては、「the section called “通知の制約” (p. 48)」を参照してください。

Service Catalog のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、以下を含む複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環とし
て、Service Catalog のセキュリティおよびコンプライアンスを評価します。

• System and Organization Controls (SOC)
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
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特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS のサービスのリストに関しては、「コンプライアン
スプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」、「」を参照してください。一般情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」、「」、「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS アーティファクトのレポートのダウンロード」、「」を参照してください。

Service Catalog を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社の
コンプライアンス目的、適用される法律および規制によって異なります。AWS では、コンプライアンスに
役立つこれらのリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイド群には、貴社の所在地や属する業界
に適用可能なものが含まれています。

• AWS Config - 貴社のリソース構成が社内実務、業界のガイドライン、規制要件にどこまで準拠できてい
るかが評価される AWS のサービスです。

• AWS Security Hub – AWS のセキュリティの状態を包括的に把握し、セキュリティの業界標準およびベ
ストプラクティスへの準拠を確認するために役立つ AWS のサービスです。

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

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Service Catalog は、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、Service Catalog セルフサービス
アクションを提供しています。セルフサービスアクションにより、お客様はコンプライアンスとセキュ
リティ対策に従いながら、管理メンテナンスやエンドユーザートレーニングを減らすことができます。
セルフサービスアクションを使用すると、管理者は、Service Catalog での運用タスク (バックアップや
復元など) の実行、問題のトラブルシューティング、承認されたコマンドの実行、アクセス許可のリクエ
ストをエンドユーザーに許可できます。詳細については、「the section called “サービスアクションの使
用” (p. 52)」を参照してください。

Service Catalog でのインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスである Service Catalog は、「Amazon Web Services: Overview of Security 
Processes」(アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要) ホワイトペーパーに記載されてい
る AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。

29

http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_HIPAA_Compliance_Whitepaper.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf


Service Catalog 管理者ガイド
セキュリティのベストプラクティス

AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で Service Catalog にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Service Catalog では、データを格納するリージョンを制御できます。ポートフォリオと製品は、それらを
利用可能にしたリージョンでのみ利用できます。CopyProduct API を使用して、製品を別のリージョン
にコピーできます。

Service Catalog のセキュリティのベストプラク
ティス

Service Catalog には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のあるいくつ
かのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、
完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客
の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項と
お考えください。

製品の起動時にユーザーが入力するパラメータ値を制限するルールを定義できます。このルールは、製品
の AWS CloudFormation テンプレートのデプロイ方法を制限するため、テンプレート制約と呼ばれます。
簡単なエディターを使用してテンプレート制約を作成し、各製品に適用します。

Service Catalog では、新しい製品をプロビジョニングするとき、またはすでに使用中の製品を更新する
ときに制約が適用されます。常に、ポートフォリオと製品に適用されるすべての制約の中で、最も厳しい
制約が適用されます。例えば、すべての Amazon EC2 インスタンスの起動を許可する製品と、2 つの制約 
(GPU 以外のすべてのタイプの EC2 インスタンスの起動を許可する制約と、t1.micro と m1.small EC2 イ
ンスタンスのみの起動を許可する制約) を含んだポートフォリオがあるシナリオを考えてみます。この例
で、Service Catalog では、2 つ目のより厳しい制約 (t1.micro と m1.small) が適用されます。

起動ロールに IAM ポリシーを添付して、エンドユーザーが持つ AWS リソースへのアクセス権限を制限し
ます。次に、Service Catalog を使用して、製品の起動時にロールを使用する起動制約を作成します。

の管理ポリシーの詳細についてはAWS Service Catalog、「AWSの管理ポリシー」を参照してください
AWS Service Catalog。 (p. 21)
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カタログの管理
Service Catalog には、管理者コンソールからポートフォリオ、製品、および制約を管理するためのイン
ターフェイスがあります。

Note

このセクションのタスクを実行するには、Service Catalog の管理者権限が必要です。詳細につい
ては、「Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)」を参照してください。

タスク
• ポートフォリオの管理 (p. 31)
• 製品の管理 (p. 41)
• Service Catalog の使用の制約 (p. 44)
• Service Catalog のサービスアクション (p. 52)
• ポートフォリオへの AWS Marketplace 製品の追加 (p. 56)
• 使用中AWS CloudFormation StackSets (p. 61)
• 予算の管理 (p. 61)

ポートフォリオの管理
ポートフォリオの作成、表示、および更新は、Service Catalog 管理者コンソールの [ポートフォリオ] ペー
ジで行います。

タスク
• ポートフォリオの作成、表示、削除 (p. 31)
• ポートフォリオの詳細の表示 (p. 32)
• ポートフォリオの作成と削除 (p. 32)
• 商品を追加する (p. 32)
• 制約の追加 (p. 34)
• ユーザーへのアクセス権限の付与 (p. 35)
• ポートフォリオの共有 (p. 35)
• ポートフォリオの共有とインポート (p. 38)

ポートフォリオの作成、表示、削除
[ポートフォリオ] ページには、現在のリージョンで作成したポートフォリオのリストが表示されます。こ
のページを使用して、新しいポートフォリオの作成、ポートフォリオの詳細の表示、またはアカウントか
らのポートフォリオの削除を行います。

ポートフォリオページを表示するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 必要に応じて、別のリージョンを選択します。
3. Service Catalog を初めて使用すると、Service Catalog スタートページが表示されます。[Get started] 

を選択してポートフォリオを作成します。最初のポートフォリオを作成する手順に従い、[ポートフォ
リオ] ページに進みます。
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Service Catalog の使用中に、ナビゲーションバーの [Service Catalog]、[ポートフォリオ] を選択して、い
つでも [ポートフォリオ] ページに戻ることができます。

ポートフォリオの詳細の表示
Service Catalog 管理者コンソールで、[ポートフォリオの詳細] ページには、ポートフォリオの設定が一覧
表示されます。このページを使用して、ポートフォリオ内の製品の管理、ユーザーへの製品へのアクセス
権の付与、 TagOptions および制約の適用を行います。

[Portfolio details] ページを表示するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 管理するポートフォリオを選択します。

ポートフォリオの作成と削除
[ポートフォリオ] ページを使用して、ポートフォリオを作成し、削除します。

新しいポートフォリオを作成するには:

1. 左側のナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。
2. [ポートフォリオの作成] を選択します。
3. [ポートフォリオの作成] ページで、必要情報を入力します。
4. [作成] を選択します。Service Catalog によってポートフォリオが作成され、ポートフォリオの詳細が

表示されます。

ポートフォリオを削除するには

ポートフォリオを削除する前に、そのすべての製品、制約、グループ、ロール、ユーザー、共有、およ
び、を削除する必要があります TagOptions。そのためには、ポートフォリオを開いて [ポートフォリオの
詳細] を表示します。次に、タブを選択して削除します。

Note

エラーを回避するには、商品を削除する前にポートフォリオから制約を削除します。

1. 左側のナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。
2. 削除したいポートフォリオを選択します。
3. [Actions] を選択します。ドロップダウンメニューで [削除] を選択します。

確認メッセージが表示されます。
4. [Delete] を選択して確定します。

商品を追加する
ポートフォリオに製品を追加するには、新しい製品を既存のポートフォリオに直接アップロードするか、
カタログの既存の製品をポートフォリオに関連付けます。

Note

Service Catalog 製品を作成する際にアップロードする AWS CloudFormation テンプレート
は、AWS アカウントで cf-templates- で始まる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
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バケットに保存されます。これらのファイルが使用されていないことが確実でない限り、ファイ
ルを削除しないでください。

新しい製品の追加
ポートフォリオの詳細ページから直接新製品を追加します。このページから製品を作成すると、Service 
Catalog により、現在選択されているポートフォリオに追加されます。

新しい製品を追加するには

1. [ポートフォリオ] ページに移動し、製品を追加するポートフォリオの名前を選択します。
2. ポートフォリオの詳細ページで、「製品」セクションを展開し、「新しい製品をアップロード」を選

択します。
3. [Enter product details] に、以下のように入力します。

• [製品名] 製品の名前。
• 商品説明 (オプション) — 商品の説明。この説明は、正しい製品を選択するのに役立つように、製品

リストに表示されています。
• [説明] - 詳細な説明。この説明は、正しい製品を選択するのに役立つように、製品リストに表示され

ています。
• [所有者または配布者]-所有者の名前または E メールアドレス。ディストリビューターの連絡先情報

はオプションです。
• [ベンダー] (オプション) - アプリケーションの発行元の名前。このフィールドでは、製品リストを

ソートして製品を見つけやすくすることができます。
4. [Version details] ページに、以下のように入力します。

• [テンプレートの選択] — ローカルドライブからのAWS CloudFormationテンプレート、また
は Amazon S3 に保存されたテンプレートを指す URL。Amazon S3 の URL を指定する場
合、https:// で始まる必要があります。テンプレートファイルの拡張子は、.template である
必要があります。

• [バージョン名] 製品バージョンの名前 (オプション) 製品バージョンの名前 (例えば「v1」、「v2」
など)。スペースは使用できません。

• [説明] (オプション) - このバージョンと前のバージョンとの違いを含む、製品バージョンの説明。
5. [ Enter support details] に、以下のように入力します。

• [連絡先 E メール] (オプション) - 製品の問題を報告するための E メールアドレス。
• [Support リンク] (オプション)-ユーザーがサポート情報またはファイルチケットを見つけることがで

きるサイトの URL。URL は http://、または https:// で始まる必要があります。
• Support の説明 (オプション) — Eメールの連絡先とSupport リンクの使用方法の説明。

6. [製品を作成] を選択します。

既存の製品を追加する
ポートフォリオリスト、ポートフォリオ詳細ページ、または製品リストページの 3 つの場所から既存の製
品をポートフォリオに追加できます。

既存の製品をポートフォリオに追加するには

1. [ポートフォリオ] ページに移動します。
2. ポートフォリオを選択します。次に、[アクション]-[ポートフォリオに製品を追加] を選択します。
3. 製品を選択し、[製品をポートフォリオへ追加] を選択します。
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ポートフォリオから製品の削除
製品を使用がなくなったら、ポートフォリオからその製品を削除します。製品は、[製品] ページからカタ
ログでまだ使用でき、他のポートフォリオに追加できます。ポートフォリオから複数の製品を一度に削除
できます。

ポートフォリオから製品を削除するには

1. [ポートフォリオ] ページに移動し、製品を含むポートフォリオを選択します。「ポートフォリオの詳
細」ページが開きます。

2. [製品] セクションを展開します。
3. 1 つ以上の製品を選択し、[削除] を選択します。
4. 選択内容を確認します。

制約の追加
制約を追加して、ユーザーがどのように製品を利用するかを制御する必要があります。Service Catalog で
サポートされる制約事項のタイプの詳細については、「Service Catalog の使用の制約 (p. 44)」を参照
してください。

製品に制約を追加するのは、ポートフォリオに配置された後です。

製品に制約を追加するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. [ポートフォリオ] を選択し、ポートフォリオを選びます。
3. [ポートフォリオの詳細] ページで、[制約の作成] セクションを展開し、[制約の追加] を選択します。
4. [製品] で、制約事項を適用する製品を選択します。
5. [制約タイプ] で、次のいずれかのオプションを選択します。

起動 —AWS リソースのプロビジョニングに使用される製品に IAM ロールを割り当てることができま
す。詳細については、「Service Catalog の起動制約 (p. 45)」を参照してください。

通知 — Amazon SNS トピックに製品通知をストリーミングする。詳細については、「Service 
Catalog 通知の制約 (p. 48)」を参照してください。

テンプレート — エンドユーザーが製品を起動するときに使用できるオプションを制限できます。[テ
ンプレートは、JSON フォーマットされた 1 つ以上のルールが含まれているテキストファイル] で構成
されます。ルールは、製品で使用される AWS CloudFormation テンプレートに追加されます。詳細に
ついては、「テンプレート制約のルール (p. 50)」を参照してください。

スタックセット — を使用して、アカウントや地域を問わず製品のデプロイを設定できますAWS 
CloudFormation StackSets。詳細については、「Service Catalog スタックセットの制約 (p. 49)」
を参照してください。

[タグの更新] - 製品がプロビジョニングされた後にタグを更新できます。詳細については、「AWS 
Service Catalogタグ更新制約」を参照してください。

6. [続行] を選択し、必要な情報を入力します。

制約を編集するには

1. AWS Management Console にサインインして [Service Catalog 管理者コンソール] (https:// 
console.aws.amazon.com/catalog/) を開きます。

2. [ポートフォリオ] を選択し、ポートフォリオを選びます。
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3. [ポートフォリオの詳細] ページで、[制約事項を選択します] セクションを展開し、編集する制約事項
を選択します。

4. [制約の編集] を選択します。
5. 必要に応じて制約を編集し、[送信] を選択します。

ユーザーへのアクセス権限の付与
IAM ユーザー、グループ、およびロールを使用して、ポートフォリオへのアクセス権限をユーザーに付与
します。多くのユーザーにポートフォリオのアクセス権限を付与する最善の方法は、ユーザーを IAM グ
ループに配置し、そのグループへのアクセス権限を付与することです。それにより、グループからユー
ザーを簡単に追加および削除して、ポートフォリオアクセスを管理することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーとグループ」を参照してください。

ポートフォリオへのアクセスに加え、IAM ユーザーには、Service Catalog エンドユーザーコンソールへの
アクセス権限も必要です。IAM でアクセス権限を適用することにより、コンソールへのアクセス権限を付
与します。詳細については、「Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)」を参照してく
ださい。

ユーザーまたはグループにポートフォリオのアクセス権限を付与するには

1. ポートフォリオの詳細ページで、「グループ、ロール、ユーザー」を展開し、「グループ、ロール、
ユーザーを追加」を選択します。

2. [グループ]、[ユーザー] または [ロール] タブを選択して、グループ、ユーザー、またはロールをそれぞ
れ追加します。

3. 1 つ以上のユーザー、グループ、またはロールを選択し、[アクセスの追加] を選択して現在のポート
フォリオへのアクセス権限を付与します。

ポートフォリオへのアクセス権限を削除するには

1. ポートフォリオの詳細ページで、グループ、ロール、またはユーザーを選択します。
2. [グループ、ロール、またはユーザーを削除] を選択します。

ポートフォリオの共有
別の AWSService Catalog アカウント管理者が製品をエンドユーザーに配信できるようにするには、共有
または、Service Catalog account-to-account AWS Organizationsポートフォリオを共有します。

共有または Organizations account-to-account を使用してポートフォリオを共有する場合、そのポートフォ
リオのリファレンスを共有することになります。インポートされたポートフォリオの製品と制約は、共有
した元のポートフォリオである共有ポートフォリオに対して行う変更と同期が維持されます。

受信者は、製品または制約を変更することはできませんが、エンドユーザーの AWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス権を追加できます。

Note

共有リソースを共有することはできません。これには、共有製品を含むポートフォリオが含まれ
ます。

ccount-to-account シェアリング
これらのステップを完了するには、対象のアカウントの AWS アカウント ID を取得する必要がありま
す。ID は、対象のアカウントの AWS Management Console の [マイアカウント] ページにあります。
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AWS アカウントとポートフォリオを共有するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューで、[ポートフォリオ] から、共有するポートフォリオを選択し、[アク

ション]、[共有] の順に選択します。
3. 共有したいポートフォリオを選択します。次に、[アクション]、[共有] の順に選択します。
4. [AWS アカウント ID を入力] で、共有する AWS アカウントのアカウント ID を入力します。次に、[共

有] を選択します。
5. 対象のアカウントの Service Catalog 管理者に URL を送信します。URL では、共有ポートフォリオの 

ARN が自動的に提供されて [ポートフォリオのインポート] ページが開きます。

ポートフォリオのインポート
別の AWS アカウントの Service Catalog 管理者がポートフォリオを共有した場合、そのポートフォリオを
アカウントにインポートし、その製品をエンドユーザーに配信できるようにします。

ポートフォリオをインポートするには、管理者からポートフォリオをインポートするための URL を入手す
る必要があります。

URL を開きます。[ポートフォリオのインポート] で、[インポート] を選択します。[ポートフォリオ] ペー
ジが表示され、ポートフォリオが [インポートされたポートフォリオ] テーブルに表示されます。

ポートフォリオが AWS Organizations を通じて共有されている場合は、ポートフォリオをインポートする
必要はありません。

AWS Organizations との共有
AWS Organizations を使用して Service Catalog ポートフォリオを共有できます。

まず、管理アカウントから共有するか、委任管理者アカウントから共有するかを決定する必要がありま
す。管理アカウントから共有しない場合は、委任管理者アカウントを登録し、共有に使用してください。
次に、共有する相手を決定する必要があります。次のエンティティと共有できます。

• 組織アカウント。
• 部門単位 (OU)｡
• 組織そのもの (これは、組織内のすべてのアカウントと共有されます)。

管理アカウントからの共有
組織構造を使用するか、組織ノードの ID を入力するときに、ポートフォリオを組織と共有できます。

組織構造を使用してポートフォリオを組織と共有するには

1. AWS Service Catalog コンソール (https://console.amazonaws.cn/servicecatalog/) を開きます。
2. [ポートフォリオ] ページで、共有するポートフォリオを選択し、[アクション]、[共有] の順に選択しま

す。
3. [AWS Organizations] を選択して、組織構造にドリルダウンします。

ルートノードを選択して、ポートフォリオを組織全体、親組織単位 (OU)、子 OU、または組織内の 
AWS アカウントを共有できます。

親 OU に共有すると、その親 OU 内のすべてのアカウントおよび子 OU にポートフォリオが共有され
ます。

[AWS アカウントのみを表示] を選択して、織内のすべての AWS アカウントのリストを表示できま
す。
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組織ノードの ID を入力して、ポートフォリオを組織と共有するには

1. AWS Service Catalog コンソール (https://console.amazonaws.cn/servicecatalog/) を開きます。
2. [ポートフォリオ] ページで、共有するポートフォリオを選択し、[アクション]、[共有] の順に選択しま

す。
3. [組織ノード] を選択します。

組織全体、OU、または組織内の AWS アカウントと共有するかどうかを選択します。

選択した組織ノードの ID を入力します。このノードは、AWS Organizations コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/organizations/) で確認できます。

委任管理者アカウントからの共有

組織の管理アカウントは、他のアカウントを組織の委任管理者として登録および登録解除できます。

委任管理者は、管理アカウントと同じ方法で、組織内の Service Catalog リソースを共有できます。ポート
フォリオの作成、削除、共有などが許可されます。

委任管理者を登録または登録解除するには、マスターアカウントから API または CLI を
使用する必要があります。詳細については、「AWS Organizations API リファレンス」の
「RegisterDelegatedAdministrator」および「DeregisterDelegatedAdministrator」を参照してください。

Note

管理者を委任する前に、管理者は、Enableを呼び出す必要があります
AWSOrganizationsAccess。

委任管理者アカウントからポートフォリオを共有する手順は、前述の「the section called “管理アカウント
からの共有” (p. 36)」で説明したように、マスターアカウントからの共有と同じです。

メンバーが委任管理者として登録解除されると、次のようになります。

• そのアカウントから作成されたポートフォリオ共有は削除されます。
• 新しいポートフォリオ共有を作成することはできません。

Note

委任管理者が登録解除された後に、委任管理者によって作成されたポートフォリオと共有が削除
されない場合は、委任管理者を再度登録して登録解除します。このアクションにより、そのアカ
ウントで作成されたポートフォリオと共有が削除されます。

組織内のアカウントの移動

AWS Organizations 内でアカウントを移動すると、アカウントと共有されているService Catalog ポート
フォリオが変更されることがあります。

アカウントは、対象の組織または組織部門と共有されているポートフォリオにのみアクセスできます。

TagOptions ポートフォリオを共有する際の TagOptionの共有
管理者は、共有を作成して含めることができます TagOptions。 TagOptions 管理者が次のことを可能にす
るキーと値のペアです。

• タグの分類を定義し、適用します。
• タグオプションを定義し、製品やポートフォリオに関連付けます。
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• ポートフォリオおよび製品に関連するタグオプションを他のアカウントと共有します。

メインアカウントでタグオプションを追加または削除すると、変更は自動的に受信者アカウントに表示さ
れます。受信者アカウントでは、エンドユーザーが製品をプロビジョニングする場合 TagOptions、プロビ
ジョニング済み製品のタグになるタグの値を選択する必要があります。

受信者アカウントでは、管理者はインポートされたポートフォリオに追加のローカル TagOptions を関連
付けて、そのアカウントに固有のタグ付けルールを適用できます。

Note

ポートフォリオを共有するには、消費者の AWS アカウント ID が必要です。AWS コンソールの 
[マイアカウント] で AWS アカウント ID を検索します。

Note

TagOption に単一の値がある場合、AWSプロビジョニングプロセス中にその値を自動的に適用し
ます。

TagOptions ポートフォリオを共有する際の TagOptionの共有

1. 左側のナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。
2. [ローカルポートフォリオ] で、ポートフォリオを選択し、開きます。
3. 上部のリストから [共有] を選択し、[共有] ボタンを選択します。
4. 別の AWS アカウントまたは AWS Organizations と共有することを選択します。
5. 12 桁のアカウント ID 番号を入力し、[有効化] を選択してから、[共有] を選択します。

共有したアカウントは、[共有したアカウント] セクションに表示されます。 TagOptions 有効になって
いるかどうかを示します。

また、ポートフォリオ共有を更新して、ポートフォリオ共有を含めることもできます TagOptions。 
TagOptions ポートフォリオおよび製品に属するすべてがこのアカウントと共有されるようになりました。

ポートフォリオ共有を更新して含めるには TagOptions

1. 左側のナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。
2. [ローカルポートフォリオ] で、ポートフォリオを選択し、開きます。
3. 上部のリストから [共有] を選択します。
4. [共有したアカウント] で、アカウント ID を選択してから、[アクション] を選択します。
5. [Update unshare] または [Unshare] を選択します。

[更新] [共有解除] を選択したら、[有効にする] を選択して共有を開始します TagOptions。共有したア
カウントは、[共有したアカウント] セクションに表示されます。

[Unshare] を選択した場合、アカウントを共有する必要がなくなったことを確認します。

ポートフォリオの共有とインポート
Service Catalog製品を、に属していないユーザーAWS アカウント、または組織内の他のに属しているユー
ザーなど、製品をと共有します。AWS アカウント共有は、スタックセットを使用したカタログのデプロイ
など account-to-account 、いくつかの方法で実行できます。

製品とポートフォリオを他のアカウントと共有する前に、カタログの参照を共有するか、カタログのコ
ピーを各受信者アカウントにデプロイするかを決定する必要があります。コピーをデプロイする場合、受
信者アカウントに反映する更新が発生したら再デプロイする必要があります。
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スタックセットを使用して、同時に複数のアカウントにカタログをデプロイできます。参照 (元のバー
ジョンとの同期が維持されるポートフォリオのインポートバージョン) を共有する場合、 account-to-
account 共有を使用するか、を使用して共有することができますAWS Organizations。

スタックセットを使用してカタログのコピーをデプロイする場合、「会社標準 Service Catalog 製品の、マ
ルチリージョンでマルチアカウントのカタログを設定する方法」を参照してください。

account-to-account 共有AWS Organizations、またはを使用してポートフォリオを共有するときに、他の 
AWSService Catalog アカウントの管理者が、管理者のアカウントにポートフォリオをインポートし、その
アカウントのエンドユーザーに製品を配信できるようにします。

このインポートされたポートフォリオは独立コピーではありません。インポートされたポートフォリオの
製品と制約は、共有した元のポートフォリオである共有ポートフォリオに対して行う変更と同期が維持さ
れます。ポートフォリオを共有する管理者である受信者管理者は、製品または制約を変更することはでき
ませんが、エンドユーザーに対して AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス権限を追加でき
ます。詳細については、「ユーザーへのアクセス権限の付与 (p. 35)」を参照してください。

受信者管理者は、次の方法で、自身の AWS アカウントに属しているエンドユーザーに製品を配信できま
す。

• IAM ユーザー、グループ、ロールを、インポートされたポートフォリオに追加する
• インポートされたポートフォリオからローカルポートフォリオに製品を追加することにより、受信者管

理者が作成し、自身の AWS アカウントに属する別のポートフォリオが作成されます。次に、受信者管
理者は、ローカルポートフォリオに IAM ユーザー、グループ、およびロールを追加します。共有ポート
フォリオで製品に適用した制約は、ローカルポートフォリオにも存在します。受信者管理者は、ローカ
ルポートフォリオに制限を追加することができますが、インポートされた制約を削除することはできま
せん。

共有ポートフォリオに製品または制約を追加または削除すると、変更はポートフォリオのすべてのイン
ポートされたインスタンスに伝搬されます。たとえば、共有ポートフォリオから製品を削除する場合、そ
の製品はインポートされたポートフォリオからも削除されます。また、製品が追加されたすべてのローカ
ルポートフォリオからも削除されます。削除する前にエンドユーザーが製品を起動した場合、エンドユー
ザーのプロビジョニング済み製品は実行し続けますが、それ以降の起動では使用できなくなります。

共有ポートフォリオで製品に起動制約を適用する場合、製品のすべてのインポートされたインスタンス
に伝搬されます。この起動制約を上書きするには、受信者管理者はローカルポートフォリオに製品を追加
し、別の起動制約を適用します。有効な起動制約により、製品の起動ロールが設定されます。

起動ロールは、エンドユーザーが製品を起動するときに、AWS リソース (EC2 インスタンスや RDS デー
タベースなど) をプロビジョニングするために Service Catalog が使用する IAM ロールです。管理者は、特
定の起動ロール ARN またはローカルロール名を指定できます。ロール ARN を使用する場合、起動ロール
を所有しているのとは別の AWS アカウントにエンドユーザが属している場合でも、そのロールが使用さ
れます。ローカルロール名を使用する場合、エンドユーザーのアカウントでその名前を持つ IAM ロールが
使用されます。

起動制約と起動ロールの詳細については、「Service Catalog の起動制約 (p. 45)」を参照してくださ
い。起動ロールを所有する AWS アカウントが、AWS リソースをプロビジョニングし、このアカウントに
より、これらのリソースの使用料金が発生します。詳細については、「Service Catalog の料金」を参照し
てください。

この動画では、AWS Service Catalog のアカウント間でポートフォリオを共有する方法について説明しま
す。

AWS Service Catalog のアカウント間でポートフォリオを共有する (https://www.youtube.com/embed/
BVSohYOppjk%22%3EShare)

Note

インポートまたは共有されたポートフォリオの製品を再共有することはできません。
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Note

ポートフォリオのインポートは、管理アカウントと依存アカウント間の同じリージョンで実行す
る必要があります。

共有ポートフォリオとインポートされたポートフォリオの関係
この表に、インポートされたポートフォリオと共有ポートフォリオの関係、およびポートフォリオをイン
ポートする管理者が、そのポートフォリオとポートフォリオ内の製品で実行できることと、実行できない
ことの概要を示します。

共有ポートフォリオの
要素

インポートされたポー
トフォリオとの関係

受信者の管理者が実行
できること

受信者の管理者が実行
できないこと

製品と製品バージョン 継承されます。

ポートフォリオ作成者
が共有ポートフォリ
オに製品を追加または
削除すると、変更はイ
ンポートされたポート
フォリオに伝播されま
す。

インポートされた製品
をポートフォリオに追
加する。製品は、共有
ポートフォリオとの同
期を維持します。

インポートされたポー
トフォリオに製品を
アップロード、追加、
または削除する。

起動制約 継承されます。

ポートフォリオ作成者
が共有製品に起動制約
を追加または削除する
と、変更は製品のすべ
てのインポートされた
インスタンスに伝播さ
れます。

受信者管理者がイン
ポートされた製品を
ローカルポートフォリ
オに追加すると、イン
ポートされた起動制約
がローカルポートフォ
リオにも継承されませ
ん。

ローカルポートフォリ
オでは、管理者は製品
のローカルリリースに
影響するリリース制限
を適用できます。

インポートされたポー
トフォリオとの間で、
起動制約を追加または
削除する。

テンプレート制約 継承されます。

ポートフォリオ作成者
がテンプレート制約を
共有製品に追加または
削除すると、変更は製
品のすべてインポート
されたインスタンスに
伝搬されます。

受信者管理者がイン
ポートされた製品を
ローカルポートフォ
リオに追加すると、イ
ンポートされたテンプ

ローカルポートフォリ
オでは、管理者はロー
カル製品を制約するテ
ンプレート制約を追加
できます。

インポートされたテン
プレートの制約を削除
する。
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共有ポートフォリオの
要素

インポートされたポー
トフォリオとの関係

受信者の管理者が実行
できること

受信者の管理者が実行
できないこと

レート制約がローカル
ポートフォリオには持
ち越されません。

IAM ユーザー、グルー
プ、ロール

継承されません。 管理者の AWS アカウ
ントに属する IAM ユー
ザー、グループ、およ
びロールを追加する。

該当しません。

製品の管理
更新されたテンプレートに基づいて新しいバージョンを作成して製品を更新し、製品をまとめてポート
フォリオにグループ化してユーザーに配信します。

新しいバージョンの製品は、ポートフォリオを通じて製品にアクセスできるすべてのユーザーに伝播され
ます。アップデートを配布すると、エンドユーザーは既存のプロビジョニング済み製品をアップデートで
きます。

タスク
• [Products] ページの表示 (p. 41)
• 製品の作成 (p. 41)
• ポートフォリオへの製品の追加 (p. 42)
• 製品の更新 (p. 43)
• 製品の削除 (p. 43)
• バージョンの管理 (p. 44)

[Products] ページの表示
Service Catalog管理者コンソールの [製品] リストページから製品を管理します。

製品リストページを表示するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. [製品リスト] を選択します。

製品の作成
Service Catalog 管理者コンソールの [製品] ページから製品を作成します。

新しい Service Catalog 製品を作成するには

1. 製品リストページに移動します。
2. [製品を作成] を選択します。
3. 商品詳細には、リストページまたは詳細ページで商品を検索して表示したときに表示されるメタデー

タが含まれています。次のように入力します。

• [製品名] 製品の名前。
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• 製品の説明 — 説明は製品リストに表示され、正しい製品を選択するのに役立ちます。
• 所有者 — この製品を公開する個人または組織。所有者は、IT 組織の名前でも管理者の名前でもか

まいません。
• ディストリビューター (オプション) — アプリケーションの発行者の名前。このフィールドでは、製

品リストをソートして製品を見つけやすくすることができます。
4. バージョンの詳細により、テンプレートファイルを追加して製品をビルドできます。次のように入力

します。

• 方法の選択 — テンプレートファイルを追加するには 3 つの方法があります。
• テンプレートファイルを使用する-AWS CloudFormation ローカルドライブからテンプレートを

アップロードします。
• [ CloudFormation テンプレートの使用]-Amazon S3 に保存されたテンプレートを指す URL を指定

します。Amazon S3 の URL を指定する場合、https://で始まる必要があります必要があります。
• CloudFormation 既存のスタックを使用- CloudFormation 既存のスタックの ARN を入力します。

• [バージョンタイトル] 製品バージョンの名前 (オプション)-例えば「v1」、「v2beta」など)。スペー
スは使用できません。

• [説明] (オプション)-このバージョンと前の違いを含む、製品バージョンの説明 (オプション)-この
バージョンと前の違いを含む、製品バージョンの説明 (オプション)-このバージョンと前の違いを含
む、製品バージョンの説明

• ガイダンス — 製品詳細ページのバージョンタブで管理されます。製品バージョンが作成されると
（製品作成ワークフロー中に）、そのバージョンのガイダンスがデフォルトに設定されます。ガイ
ダンスの詳細については、「バージョンの管理」を参照してください。

5. Support の詳細は、社内の組織を特定し、サポートの窓口となります。次のように入力します。

• [連絡先 E メール] (オプション) - 製品の問題を報告するための E メールアドレス。
• [Support リンク] (オプション)-ユーザーがサポート情報またはファイルチケットを見つけることがで

きるサイトの URL (オプション)-ユーザーがサポート情報またはファイルチケットを見つけることが
できるサイトの URL。URL は、http://または https://で始まる必要があります必要があります。

• Support の説明 (オプション) — Eメールの連絡先とSupport リンクの使用方法の説明。
6. タグの管理 (オプション) — タグを使用してリソースを分類するだけでなく、このリソースを作成する

権限を認証するためにも使用できます。
7. 製品の作成 — フォームに記入したら、[製品の作成] を選択します。数秒後 製品を表示するには、ブ

ラウザの更新が必要になる場合があります。

CodePipeline 製品テンプレートをService Catalogにデプロイするパイプラインの作成と設定や、ソースリ
ポジトリで行った変更のデリバリにも使用できます。詳細については、「チュートリアル: Service Catalog 
にデプロイするパイプラインを作成する」を参照してください。

AWS CloudFormationテンプレートでパラメータプロパティを定義し、プロビジョニング中にこれらの
ルールを適用できます。これらのプロパティは、最小長と最大長、最小値と最大値、許容値、および値の
正規表現を定義できます。 Service Catalog指定された値がパラメータプロパティに準拠していない場合
に、プロビジョニング中に警告します。パラメータプロパティの詳細については、AWS CloudFormation
ユーザガイドの「パラメータ」を参照してください。

ポートフォリオへの製品の追加
任意の数のポートフォリオに製品を追加できます。製品が更新されたときに、製品を含むすべてのポート
フォリオが自動的に新しいバージョンを受け取ります。これには、共有ポートフォリオも含まれます。

カタログからポートフォリオに製品を追加するには

1. [製品ページ] に移動します。
2. 製品を選択し、[アクション]、[製品をポートフォリオへ追加] の順に選択します。
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3. ポートフォリオを選択し、[製品をポートフォリオへ追加] を選択します。

製品の更新
製品の AWS CloudFormation テンプレートを更新する必要がある場合は、製品の新しいバージョンを作成
します。新しい製品バージョンは、製品を含むポートフォリオにアクセスできるすべてのユーザーが自動
的に使用できるようになります。

以前のバージョンのプロビジョニング済み製品を現在実行しているエンドユーザーは、プロビジョニング
済み製品を新しいバージョンに更新できます。製品の新しいバージョンが利用できる場合、ユーザーは [プ
ロビジョニング済み製品リスト] または[プロビジョニング済み製品の詳細] ページで [プロビジョニング済
み製品の更新] コマンドを使用できます。

Note

製品の新しいバージョンを作成する前に、AWS CloudFormation で製品の更新プログラムをテス
トし、動作を確認します。

新しい製品バージョンを作成するには

1. 製品リストページに移動します。
2. 更新する製品名を選択すると、製品詳細ページが表示されます。
3. 製品詳細ページで、「バージョン」タブを展開し、「新しいバージョンを作成」を選択します。
4. [Version details] に、以下のように入力します。

• [テンプレートの選択] — ローカルドライブからのAWS CloudFormationテンプレート、また
は Amazon S3 に保存されたテンプレートを指す URL。Amazon S3 の URL を指定する場
合、https:// で始まる必要があります。拡張子は JSON または YAML 形式のテキストファイル
のいずれかが可能です。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「テンプレート 
フォーマット」を参照してください。

• [バージョンタイトル] 製品バージョンの名前 (例えば「v1」、「v2beta」など)。スペースは使用で
きません。

• [説明] (オプション)-このバージョンと前のバージョンとの違いを含む、製品バージョンの説明。
5. [製品バージョンを作成] を選択します。

は、 CodePipeline 製品テンプレートをにデプロイするパイプラインの作成と設定やService Catalog、ソー
スリポジトリで行った変更のデリバリにも使用できます。詳細については、「チュートリアル: Service 
Catalog にデプロイするパイプラインを作成する」を参照してください。

製品の削除
アカウントから製品を完全に削除するには、カタログから削除します。製品を削除すると、製品のすべて
のバージョンが、その製品を含む各ポートフォリオから削除されます。削除された製品を復元することは
できません。

製品に予算が関連付けられている場合は、製品を削除する前に予算の関連付けを解除する必要がありま
す。予算の関連付け解除の詳細については、「the section called “予算の管理” (p. 61)」を参照してくだ
さい。

カタログから製品を削除するには

1. [製品ページ] に移動します。
2. 製品を選択し、[アクション] を選択してから、[製品の削除] を選択します。
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3. 削除する製品を選択したことを確認してから、[続ける] を選択します。

バージョンの管理
製品を作成するときに製品バージョンを割り当てます。製品バージョンはいつでも更新できます。

バージョンには、AWS CloudFormation テンプレート、タイトル、説明、ステータス、ガイダンスがあり
ます。

バージョンステータス
バージョンには、次の 3 つのステータスのいずれかを指定できます。

• アクティブ - アクティブなバージョンがバージョンリストに表示され、ユーザーがそのバージョンを起
動できるようにします。

• 非アクティブ - 非アクティブバージョンは、バージョンリストで非表示になります。このバージョンか
ら起動された既存のプロビジョニング済み製品は影響を受けません。

• 削除済み - バージョンが削除されると、バージョンリストから削除されます。バージョンの削除は元に
戻せません。

バージョンガイダンス
バージョンガイダンスを設定して、製品バージョンに関する情報をエンドユーザーに提供することができ
ます。バージョンガイダンスは、アクティブな製品バージョンにのみ影響します。

バージョンガイダンスには、次の 2 つのオプションがあります。

• なし - デフォルトでは、製品バージョンにはガイダンスがないため、エンドユーザーはそのバージョン
を使用して、プロビジョニングされた製品を更新および起動できます。

• 非推奨 - 非推奨バージョンでは、ユーザーはプロビジョニング済み製品を更新できますが、非推奨バー
ジョンを使用して新しいプロビジョニング済み製品を起動することはできません。

バージョンの更新
製品を作成するときに製品バージョンを割り当てます。また、バージョンはいつでも更新できます。製品
の作成に関する詳細については、「製品の作成 (p. 41)」を参照してください。

製品バージョンを更新するには

1. Service Catalog コンソールで、[製品] を選択します。
2. 製品リストから、バージョンを更新する製品を選択します。
3. [製品詳細] ページで、[バージョン] タブを選択し、更新するバージョンを選択します。
4. [バージョンの詳細] ページで、製品バージョンを編集し、[変更の保存] を選択します。

Service Catalog の使用の制約
制約を適用して、エンドユーザーがポートフォリオを起動したときに特定のポートフォリオ内の製品に適
用されるルールを制御します。エンドユーザーが製品を起動すると、制約を使用して適用したルールが表
示されます。製品をポートフォリオに入れたら、製品に制約を適用できます。制約は、作成するとすぐに
有効になり、起動されていない製品の現在のバージョンすべてに適用されます。
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制約
• Service Catalog の起動制約 (p. 45)
• Service Catalog 通知の制約 (p. 48)
• Service Catalog タグの更新の制約 (p. 48)
• Service Catalog スタックセットの制約 (p. 49)
• Service Catalog テンプレート制約 (p. 49)

Service Catalog の起動制約
起動制約は、エンドユーザーが製品を起動するときに Service Catalog が引き受ける AWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールを指定します。IAM ロールは、IAM ユーザーや AWS のサービス
が、AWS のサービスを使用するために一時的に引き受けることができるアクセス権限のコレクションで
す。簡単な例については、「ステップ 6: IAM ロールを割り当てる起動制約を追加する (p. 14)」を参照して
ください。

起動制約は、ポートフォリオ (製品 - ポートフォリオの関連付け) 内の製品に適用されます。起動制約は、
ポートフォリオレベルやすべてのポートフォリオにわたる製品に対して適用されません。起動の制約を
ポートフォリオ内のすべての製品に関連付けるには、起動の制約を各製品に個別に適用する必要がありま
す。

起動制約がない場合、エンドユーザーは各自の IAM 認証情報を使用して製品を起動し、管理する必要が
あります。そのためには、AWS CloudFormation、製品で使用される AWS のサービス、および Service 
Catalog のアクセス許可が必要です。起動ロールを使用することにより、エンドユーザーのアクセス権限
をその製品に必要な最小限のものに制限することができます。エンドユーザーのアクセス権限の管理の詳
細については、「Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)」を参照してください。

IAM ロールを作成して割り当てるには、以下の IAM 管理者権限が必要です。

• iam:CreateRole
• iam:PutRolePolicy
• iam:PassRole
• iam:Get*
• iam:List*

起動ロールの設定
起動の制約として製品に割り当てる IAM ロールには、以下を使用するアクセス権限が必要です。

• AWS CloudFormation
• 製品用の AWS CloudFormation テンプレートのサービス。
• Amazon S3 の AWS CloudFormation テンプレートへの読み取りアクセス

IAM ロールがこのロールを引き受けるときにが引き受ける IAM ロールを許可する信頼ポリシーを適用しま
す。以下の手順では、AWS Service Catalogロールタイプとして選択すると、信頼ポリシーが自動的に設定
されます。コンソールを使用しない場合は、「IAM ロールで信頼ポリシーを使用する方法」の「AWS役割
を引き受けるサービスの信頼ポリシーの作成」セクションを参照してください。

起動ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [ロール] を選択します。
3. [Create New Role (新しいロールを作成)] を選択します。
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4. ロール名を入力し、[Next Step] を選択します。
5. [AWS Service Catalog] の隣の [AWSサービスロール] で、[選択] を選択します。
6. [Attach Policy] ページで、[Next Step] を選択します。
7. ロールを作成するには、[Create Role] を選択します。

ポリシーを新しいロールにアタッチするには

1. 作成したロールを選択して、[role details] ページを表示します。
2. [Permissions] タブを選択して、[Inline Policies] セクションを展開します。次に、[click here] を選択し

ます。
3. [Custom Policy] を選択し、[Select] を選択します。
4. ポリシーの名前を入力し、[Policy Document] エディタに次のように貼り付けます。

  "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning":"true" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Note

起動制約の起動ロールを設定する場合は、"s3:ExistingObjectTag/
servicecatalog:provisioning":"true" の文字列を使用する必要があります。

5. 製品で使用する追加のサービスごとに、ポリシーに行を追加します。例えば、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) のアクセス許可を追加するには、Action リストの最後の行の末尾
にカンマを入力し、次の行を追加します。

"rds:*"

6. [Apply Policy] (ポリシーを適用) を選択します。

起動制約の適用
起動ロールを設定したら、起動制約として製品にロールを割り当てます。このアクションにより、エンド
ユーザーが製品を起動した際にロールを引き受けるよう Service Catalog に指示します。

製品にロールに割り当てるには

1. Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)。
2. 製品を含むポートフォリオを選択します。
3. [制約] タブを選択して、[Create constraint (制約の作成)] を選択します。
4. [製品] から製品を選択し、[制約タイプ] の [起動] を選択します。[続行] を選択します。
5. [起動の制約] セクションでは、アカウントから IAM ロールを選択して IAM ロール ARN を入力する

か、ロール名を入力できます。
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ロール名を指定すると、アカウントが起動制約を使用する場合、アカウントは IAM ロールのその名
前を使用します。このアプローチにより、起動ロールの制約をアカウントに依存しないようにできま
す。共有アカウントごとに作成するリソースを減らすことができます。

Note

指定されたロール名は、起動制約を作成したアカウントと、この起動制約を使用して製品を
起動するユーザーのアカウントに存在している必要があります。

6. IAM ロールを指定したら、[作成] を選択します。

混乱した代理人を起動制約に追加
AWS Service Catalogは、役割引き受けリクエストで実行される API の Confused Deputy 保護をサポート
します。起動制約を追加すると、sourceAccountsourceArn起動ロールの信頼ポリシーの条件を使用し
て起動ロールのアクセスを制限できます。これにより、起動ロールが信頼できるソースから呼び出される
ようになります。

次の例では、AWS Service Catalogエンドユーザーはアカウント 111111111111 に属しています。AWS 
Service CatalogLaunchConstraint管理者が製品用のを作成する場合、エンドユーザーは起動ロールの
信頼ポリシーで次の条件を指定して、ロールを引き受けることをアカウント 111111111111 に制限できま
す。

"Condition":{ 
   "ArnLike":{ 
      "aws:SourceArn":"arn:aws:servicecatalog:us-east-1:111111111111:*" 
   }, 
   "StringEquals":{ 
      "aws:SourceAccount":"111111111111" 
   } 
   
}

を使用して製品をプロビジョニングするユーザーには、LaunchConstraint同じものが必要で
すAccountId (111111111111)。そうでない場合、AccessDenied操作はエラーで失敗し、起動ロールの
誤用を防ぎます。

混乱した代理人からの保護のため、以下のService Catalog API が保護されています。

• LaunchConstraint
• ProvisionProduct
• UpdateProvisionedProduct
• TerminateProvisionedProduct
• ExecuteProvisionedProductServiceAction
• CreateProvisionedProductPlan
• ExecuteProvisionedProductPlan

sourceArn の保護は、"arn:<aws-partition>:servicecatalog:<region>:<accountId>:" など
のテンプレート化された ARNAWS Service Catalog のみをサポートし、特定のリソース ARN はサポート
しません。

起動制約の検証
AWS Service Catalog がロールを使用して製品を起動し、プロビジョニング済み製品を正常に作成するこ
とを検証するには、Service Catalog コンソールから製品を起動します。ユーザーに公開する前に制約をテ
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ストするには、同じ製品を含むテストポートフォリオを作成し、そのポートフォリオで制約をテストしま
す。

製品を起動するには

1. Service Catalog コンソールのメニューで、[Service Catalog]、[エンドユーザー] の順に選択します。
2. 製品を選択して、[製品の詳細] ページを開きます。[起動オプション] テーブルで、ロールの Amazon 

リソースネーム (ARN) が表示されることを確認します。
3. [製品の起動] を選択します。
4. 起動手順を続行して必要な情報を入力します。
5. 製品が正常に起動することを確認します。

Service Catalog 通知の制約
通知制約は、スタックのイベントに関する通知を受ける Amazon SNS トピックを指定します。

以下の手順を使用して、SNS トピックを作成しそれをサブスクライブします。

SNS トピックを作成しサブスクリプションするには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home )を開きます。
2. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
3. トピック名を入力し、[Create topic] を選択します。
4. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
5. [Protocol] で [Email] を選択します。[Endpoint] では、通知を受信するために使用できる E メールアド

レスを入力します。[Create subscription] を選択します。
6. AWS Notification - Subscription Confirmation という件名の確認用 E メールを受信しま

す。E メールを開き、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

次の手順を使用して、前の手順で作成された SNS トピックを使用する通知の制約を適用します。

製品に通知の制約を適用するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 製品を含むポートフォリオを選択します。
3. [Constraints] を展開し、[Add constraints] を選択します。
4. [製品] で製品を選択し、[制約タイプ] を [通知] に設定します。[続行] を選択します。
5. [Choose a topic from your account] を選択して、[Topic Name] から作成した SNS トピックを選択しま

す。
6. [Submit] を選択します。

Service Catalog タグの更新の制約
タグの更新の制約を使用すると、Service Catalog 管理者は、Service Catalog プロビジョニング済み製品
に関連付けられたリソースのタグの更新をエンドユーザーに許可または禁止できます。タグの更新が許可
されている場合、Service Catalog 製品またはポートフォリオに関連付けられた新しいタグは、プロビジョ
ニング済み製品の更新中にプロビジョニングされたリソースに適用されます。

製品に対するタグの更新を有効にするには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
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2. 更新する製品を含むポートフォリオを選択します。
3. [制約] タブを選択して、[制約の追加] を選択します。
4. [制約タイプ] で、[タグの更新] を選択します。
5. [製品] から製品を選択して、[続行] を選択します。
6. [タグの更新ページ] で、[タグの更新を有効にする] を選択します。
7. [Submit] を選択します。

Service Catalog スタックセットの制約
Note

AutoTags は現在サポートされていませんAWS CloudFormation StackSets。

スタックセットの制約では、を使用して製品のデプロイオプションを設定できますAWS CloudFormation 
StackSets。製品の起動で複数のアカウントおよびリージョンを指定できます。エンドユーザーは、これら
のアカウントを管理し、製品のデプロイ場所とデプロイ順序を決定できます。

製品にスタックセットの制約を適用するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 必要な製品を含むポートフォリオを選択します。
3. [制約] タブを選択して、[制約の作成] を選択します。
4. [製品] で、製品を選択します。[制約タイプ] で、[スタックセット] を選択します。
5. スタックセットの制約のアカウント、リージョン、およびアクセス許可を設定します。

• [アカウント設定　] で、製品を作成するアカウントを指定します。
• [リージョンの設定] で、製品をデプロイする地理的リージョンと、それらの製品をそれらのリー

ジョンにデプロイする順序を選択します。
• [Permissions] で、ターゲットアカウントを管理するために使用する IAM StackSet 管理者ロールを

選択します。ロールを選択しない場合、デフォルトの ARN StackSets を使用します。スタックセッ
トのアクセス許可の設定の詳細については、こちらを参照してください。

6. [作成] を選択します。

Service Catalog テンプレート制約
ユーザーが製品を起動するときに使用可能なオプションを制限するには、テンプレート制約を適用しま
す。テンプレート制約を適用し、エンドユーザーが組織のコンプライアンス要件に違反することなく製品
を使用できるようにします。製品へのテンプレート制約の適用は、Service Catalog ポートフォリオで行い
ます。テンプレート制約を定義するには、ポートフォリオに 1 つ以上の製品が含まれている必要がありま
す。

テンプレート制約は 1 つ以上のルールで構成されます。これらのルールでは、製品の基盤となる AWS 
CloudFormation テンプレートで定義されているパラメータで許可される値の範囲を絞り込みます。AWS 
CloudFormation テンプレートのパラメータでは、スタックを作成するときにユーザーが指定できる値の
セットを定義します。たとえば、パラメータで、EC2 インスタンスを含むスタックを起動するときにユー
ザーが選択できるさまざまなインスタンスタイプを定義します。

テンプレートのパラメータ値のセットが、ポートフォリオの対象者に対して広範囲すぎる場合、製品を起
動するときにユーザーが選択できる値を制限するようテンプレート制約を定義できます。たとえば、テ
ンプレートパラメータに、スモールインスタンスタイプ (t2.micro や t2.small など) のみを使用する
ユーザーにとって大きすぎる EC2 インスタンスタイプが含まれている場合は、エンドユーザーが選択でき
るインスタンスタイプを制限するテンプレート制約を追加できます。AWS CloudFormation テンプレート
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パラメータの詳細については、 AWS CloudFormation ユーザーガイドの「Parameters」を参照してくださ
い。

テンプレート制約はポートフォリオ内にバインドされます。1 つのポートフォリオで製品にテンプレート
制約を適用し、別のポートフォリオに製品を含める場合、制約は 2 番目のポートフォリオの製品には適用
されません。

既にユーザーと共有されている製品にテンプレート制約を適用する場合、制約は後続のすべての製品の起
動と、ポートフォリオ内の製品のすべてのバージョンに対してすぐに有効になります。

ルールエディタを使用するか、Service Catalog 管理者コンソールで JSON テキストとしてルールを書き
込むことで、テンプレート制約ルールを定義します。構文と例を含むルールの詳細については、「テンプ
レート制約のルール (p. 50)」を参照してください。

ユーザーに公開する前に制約をテストするには、同じ製品を含むテストポートフォリオを作成し、その
ポートフォリオで制約をテストします。

製品にテンプレート制約を適用するには

1. Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)。
2. [ポートフォリオ] ページで、テンプレート制約を適用する製品を含むポートフォリオを選択します。
3. [制約] セクションを展開し、[制約の追加] を選択します。
4. [商品とタイプの選択] ウィンドウの [製品] で、テンプレート制約を定義する製品を選択します。次

に、[制約タイプ]で、[テンプレート] を選択します。[続行] を選択します。
5. [テンプレート制約ビルダー] ページで、JSON エディタまたはルールビルダーのインターフェイスを

使用して制約ルールを編集します。

• ルールの JSON コードを編集するには、[制約テキストエディタ] タブを選択します。このタブに
は、使用を開始するためにいくつかの例が含まれています。

ルールビルダーのインターフェイスを使用してルールを構築するには、[ルールビルダー] タブを選
択します。このタブで、製品向けにテンプレートで指定される任意のパラメータを選択し、そのパ
ラメータで許可される値を指定できます。パラメータの種類に応じて、チェックリストで項目を選
択する、数を指定する、またはカンマ区切りリストで値のセットを指定することで、許可される値
を指定します。

ルールの構築を終了したら、[ルールの追加] を選択します。[ルールビルダー] タブのテーブルに
ルールが表示されます。JSON 出力を確認して編集するには、[制約テキストビルダー] タブを選択
します。

6. 制約のルールの編集を終了したら、[送信] を選択します。制約を表示するには、ポートフォリオの詳
細ページに移動し、[制約] を展開します。

テンプレート制約のルール
Service Catalog ポートフォリオでテンプレート制約を定義するルールでは、エンドユーザーがテンプレー
トをいつ使用できるかと、使用を試みている製品を作成するために使用される AWS CloudFormation テン
プレートで宣言されるパラメータ用に指定できる値を示します。ルールは、エンドユーザーが意図せずに
不適切な値を指定することを防ぐために役立ちます。たとえば、エンドユーザーが、特定の VPC で有効な
サブネットを指定したかどうかや、テスト環境用に m1.small インスタンスタイプを使用したかどうかを
確認するルールを追加できます。AWS CloudFormation は、ルールを使用して、製品のリソースを作成す
る前にパラメータ値を確認します。

各ルールは、ルール条件 (オプション) とアサーション (必須) の 2 つのプロパティで構成されます。ルール
条件では、ルールがいつ有効になるかを決定します。アサーションでは、特定のパラメータにユーザーが
指定できる値を示します。ルール条件を定義しない場合、ルールのアサーションが常に有効になります。
ルール条件とアサーションを定義するには、ルール固有の組み込み関数を使用します。これは、テンプ
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レートの Rules セクションでのみ使用できる関数です。関数をネストすることができますが、ルール条件
またはアサーションの最終結果は、true または false である必要があります。

例として、Parameters セクションで VPC とサブネットパラメータを宣言したとします。特定のサブ
ネットが特定の VPC 内にあることを検証するルールを作成できます。したがって、ユーザーが VPC を
指定するときに、AWS CloudFormation はアサーションを評価して、サブネットのパラメータ値がその 
VPC にあるかどうか確認してから、スタックを作成または更新します。パラメータ値が無効の場合、AWS 
CloudFormation はスタックの作成または更新にすぐに失敗します。ユーザーが VPC を指定しない場
合、AWS CloudFormation はサブネットのパラメータ値を確認しません。

構文
テンプレートの Rules セクションは、キーの名前 Rules とそれに続く単一のコロンで構成されます。
ルールの宣言全体を中括弧で囲みます。複数のルールを宣言する場合は、カンマで区切ります。ルールご
とに、引用符で囲んだ論理名、単一のコロン、およびルール条件とアサーションを囲む中括弧から成る形
式で宣言します。

ルールには RuleCondition プロパティを含めることができ、Assertions プロパティを含める必要が
あります。ルールごとに、1 つのルール条件のみを定義できます。Assertions プロパティ内に 1 つ以上
のアサーションを定義できます。次の擬似テンプレートに示すように、ルール固有の組み込み関数を使用
してルール条件とアサーションを定義します。

"Rules":{ 
   "Rule01":{ 
      "RuleCondition":{ 
         "Rule-specific intrinsic function" 
      }, 
      "Assertions":[ 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         }, 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         } 
      ] 
   }, 
   "Rule02":{ 
      "Assertions":[ 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         } 
      ] 
   }
}

擬似テンプレートには、Rules および Rule01 という 2 つのルールを含む Rule02 セクションが表示さ
れます。Rule01 には、ルール条件と 2 つのアサーションが含まれます。ルール条件の関数が true に評価
される場合、各アサーションの両方の関数が評価および適用されます。ルール条件が false の場合、ルー
ルは有効になりません。Rule02 にはルール条件がないため、常に有効になります。つまり、1 つのア
サーションが常に評価および適用されます。

ルール条件とアサーションを定義するルール固有の組み込み関数の詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの「AWS ルール関数」を参照してください。
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例: パラメータ値の条件付きの確認

次の 2 つのルールでは、InstanceType パラメータの値を確認します。Environment パラメータ
の値 (test または prod) に応じて、ユーザーは m1.small パラメータに対して m1.large または
InstanceType を指定する必要があります。InstanceType および Environment パラメータは、同じ
テンプレートの Parameters セクションで宣言する必要があります。

"Rules" : { 
  "testInstanceType" : { 
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "test"]}, 
    "Assertions" : [ 
      { 
        "Assert" :  { "Fn::Contains" : [ ["m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"} ] }, 
        "AssertDescription" : "For the test environment, the instance type must be 
 m1.small" 
      } 
    ] 
  }, 
  "prodInstanceType" : { 
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "prod"]}, 
    "Assertions" : [ 
      { 
        "Assert" :  { "Fn::Contains" : [ ["m1.large"], {"Ref" : "InstanceType"} ] }, 
        "AssertDescription" : "For the prod environment, the instance type must be 
 m1.large" 
      } 
    ] 
  }
}

Service Catalog のサービスアクション
Service Catalog により、コンプライアンスとセキュリティ対策に従いながら、管理メンテナンスとエンド
ユーザートレーニングを減らすことができます。サービスアクションを使用すると、管理者は、Service 
Catalog での運用タスクの実行、問題のトラブルシューティング、承認されたコマンドの実行、アクセス
許可のリクエストをエンドユーザーに許可できます。AWS Systems Manager ドキュメントを使用して、
サービスアクションを定義します。AWS Systems Managerこのドキュメントでは、Amazon EC2 の停止
や再起動など、AWSベストプラクティスを実装する定義済みのアクションにアクセスできます。また、カ
スタムアクションを定義することもできます。

このチュートリアルでは、Amazon EC2 インスタンスの再起動をエンドユーザーに許可します。必要なア
クセス許可を追加し、サービスアクションを定義して製品に関連付けたら、プロビジョニングされた製品
でそのアクションを使用して、エンドユーザーのエクスペリエンスをテストします。

前提条件
このチュートリアルでは、AWS のフル管理アクセス許可を持ち、すでに Service Catalog の使用に慣れ
ていて、製品、ポートフォリオ、ユーザーの基本セットを所有していることを前提とします。Service 
Catalog の使用に慣れていない場合は、このチュートリアルを使用する前に「設定 (p. 6)」と「使用開
始 (p. 9)」のタスクを完了してください。

トピック
• ステップ 1: エンドユーザーのアクセス許可を設定する (p. 53)
• ステップ 2: サービスアクションを作成する (p. 53)
• ステップ 3: サービスアクションを製品バージョンに関連付ける (p. 54)
• ステップ 4: エンドユーザーのエクスペリエンスをテストする (p. 54)
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• ステップ 5: トラブルシューティング (p. 55)

ステップ 1: エンドユーザーのアクセス許可を設定す
る
エンドユーザーアカウントには、特定のサービスアクションを表示および実行するアクセス許可が必要で
す。この例では、Service Catalog のサービスアクション機能にアクセスして Amazon EC2 を再起動する
アクセス許可がエンドユーザーに必要です。

アクセス許可を更新するには

1. AWS Identity and Access Management IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開き
ます。

2. メニューから。
3. Service Catalogエンドユーザーがリソースにアクセスするために使用するグループを選択します。こ

の例では、エンドユーザーグループを選択します。独自の実装では、該当するエンドユーザーによっ
て使用されるグループを選択します。

4. グループの詳細ページの [アクセス許可] タブで、新しいポリシーを作成するか、既存のポリシーを編
集します。この例では、グループの Service Catalog プロビジョニングおよび終了アクセス許可用に作
成されたカスタムポリシーを選択して、既存のポリシーにアクセス許可を追加します。

5. [ポリシー] ページで、[ポリシーの編集] を選択して必要なアクセス許可を追加します。ビジュアルエ
ディタまたは JSON エディタを使用してポリシーを編集できます。この例では、JSON エディタを使
用してアクセス許可を追加します。このチュートリアルでは、以下のアクセス許可をポリシーに追加
します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "Stmt1536341175150", 
   "Action": [ 
    "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact", 
    "servicecatalog:ExecuteprovisionedProductServiceAction", 
    "ssm:DescribeDocument", 
    "ssm:GetAutomationExecution", 
    "ssm:StartAutomationExecution", 
    "ssm:StopAutomationExecution", 
    "cloudformation:ListStackResources", 
    "ec2:DescribeInstanceStatus", 
    "ec2:StartInstances", 
    "ec2:StopInstances" 
   ], 
   "Effect": "Allow", 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

6. ポリシーを編集した後、ポリシーの変更を確認して承認します。これで、エンドユーザーグループの
ユーザーに、Service Catalog で Amazon EC2 の再起動アクションを実行するアクセス許可が付与さ
れました。

ステップ 2: サービスアクションを作成する
次は、Amazon EC2 インスタンスを再起動するサービスアクションを作成します。
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1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. メニューの [サービスアクション] を選択します。
3. 「サービスアクション」 ページで、「アクションの作成」を選択します。
4. [Create action] ページで、サービスアクションを定義する AWS Systems Manager ドキュメントを選

択します。Amazon EC2 インスタンスの再起動アクションは AWS Systems Manager ドキュメントに
よって定義されているため、ドロップダウンメニューのデフォルトのオプションである [Amazon ド
キュメント] をそのまま使用します。

5. AWS-RestartEC2 インスタンスアクションを検索して選択します。
6. お客様の環境とチームに合ったアクションの名前と説明を指定します。この説明はエンドユーザーに

表示されるため、アクションの内容を理解するのに役立つものを選択してください。
7. [Parameter and target configuration] で、アクションのターゲットとなる SSM ドキュメントパラメー

タ ([インスタンス ID] など) を選択し、パラメータのターゲットを選択します。パラメータを追加する
には、[パラメータの追加] を選択します。

8. [Permissions] で、ロールを選択します。この例では、デフォルトのアクセス許可を使用します。他の
アクセス許可の設定も可能で、このページで定義します。

9. 設定を確認したら、[アクションの作成] を選択します。
10. 次のページでは、アクションが作成されて使用可能になると確認メッセージが表示されます。

ステップ 3: サービスアクションを製品バージョンに
関連付ける
アクションを定義したら、そのアクションを製品に関連付ける必要があります。

1. 「サービスアクション」ページで、「AWS-RestarteC2Instance」を選択し、「アクションの関連付
け」を選択します。

2. [アクションの関連付け] ページで、エンドユーザーによってサービスアクションが実行されるように
する製品を選択します。この例では、[Linux Desktop] を選択します。

3. 製品バージョンを選択します。1 番上のチェックボックスを使用して、すべてのバージョンを選択で
きます。

4. [アクションの関連付け] を選択します。
5. 次のページで、確認メッセージが表示されます。

これで、Service Catalog でサービスアクションが作成されました。このチュートリアルの次のステップ
は、エンドユーザーとしてサービスアクションを使用することです。

ステップ 4: エンドユーザーのエクスペリエンスをテ
ストする
エンドユーザーはプロビジョニングされた製品に対してサービスアクションを実行できます。このチュー
トリアルの目的上、エンドユーザーには少なくとも 1 つのプロビジョニングされた製品が必要です。プロ
ビジョニングされた製品は、前のステップでサービスアクションに関連付けた製品バージョンから起動す
る必要があります。

エンドユーザーとしてサービスアクションにアクセスするには

1. エンドユーザーとして Service Catalog コンソールにログインします。
2. Service Catalog ダッシュボードのナビゲーションペインで、[プロビジョニングされた製品のリスト] 

を選択します。このリストには、エンドユーザーのアカウント用にプロビジョンされた製品が表示さ
れます。
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3. [プロビジョニングされた製品のリスト] ページで、プロビジョニングされたインスタンスを選択しま
す。

4. 「プロビジョニング済み製品の詳細」ページで、右上の「アクション」を選択し、次に「AWS-
Restartec2Instance」アクションを選択します。

5. カスタムアクションを実行することを確認します。アクションが送信されたという確認メッセージが
表示されます。

ステップ 5: トラブルシューティング
サービスアクションの実行が失敗した場合、[プロビジョニング済み製品] ページのサービスアクション実
行イベントの [出力] セクションにエラーメッセージが表示されます。以下に、よくあるエラーメッセージ
の説明を示します。

Note

エラーメッセージの正確なテキストは変更される可能性があるため、いずれの種類の自動化プロ
セスでも使用しないでください。

内部エラー

Service Catalog で内部エラーが発生しました。あとでもう一度試してみてください。問題が解決しない場
合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

StartAutomationExecution 操作を呼び出すときにエラーが発生しました (ThrottlingException)

サービスアクションの実行が SSM などのバックエンドサービスによって制限されました。

ロールの引き受け中にアクセスが拒否されました

Service Catalog は、サービスアクション定義で指定されたロールを引き受けることができませんでし
た。servicecatalog.amazonaws.com プリンシパル、または servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com な
どのリージョン別プリンシパルがロールの信頼ポリシーで許可リストに登録されていることを確認してく
ださい。

StartAutomationExecution オペレーションの呼び出し時にエラーが発生しました 
(AccessDeniedException): ユーザーはリソースに対する ssm: リソースに対する ssm: ssm: リソースに対
する ssm: ssm: リソースに対する ssm:StartAutomationExecution リソースに対する ssm: リソースに対す
る ss

サービスアクション定義で指定されたロールに、ssm:StartAutomationExecution の呼び出しを承認されて
いません ロールに適切な SSM アクセス許可があることを確認してください。

プロビジョニング済み製品に「タイプ TargetType」の付いたリソースが見つかりません

プロビジョニングされた製品には、:: EC2:AWS: Instance など、SSM ドキュメントで指定されたターゲッ
トタイプと一致するリソースは含まれていません。プロビジョニングされた製品でこれらのリソースを確
認するか、ドキュメントが正しいことを確認してください。

その名前のドキュメントは存在しません

サービスアクション定義で指定されたドキュメントが存在しません。

SSM オートメーションドキュメントの定義の取得に失敗しました

指定したドキュメントの定義を取得しようとしたときに、Service Catalog が SSM からの不明な例外を検
出しました。

ロールの認証情報の取得に失敗しました
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Service Catalog は指定されたロールの引き受け中に不明なエラーを検出しました。

パラメータの値 "InvalidValue" が {ValidValue1}#{ValidValue2} に見つかりません

SSM に渡されたパラメータ値がドキュメントの許容値のリストにありません。渡されたパラメータが有効
であることを確認し、再試行してください。

パラメータタイプエラーです。入力された値は有効な文字列ではありません。ParameterName

SSM に渡されたパラメータの値がドキュメントのこのタイプでは無効です。

パラメータがサービスアクション定義で定義されていません

サービスアクション定義で定義されていないパラメータが Service Catalog に渡されました。使用できるの
は、サービスアクション定義で定義されたパラメータのみです。

アクションを実行/キャンセルしているときにステップが失敗します。Error message. 診断の詳細につ
いては、「オートメーションサービストラブルシューティングガイド」を参照してください。

SSM オートメーションドキュメントのステップが失敗しました。さらにトラブルシューティングするに
は、メッセージ内のエラーを参照してください。

パラメータに次の値は、プロビジョニングされた製品に含まれていないため使用できませ
ん。InvalidResourceId

プロビジョニングされた製品にないリソースに対するアクションをユーザーがリクエストしました。

TargetType SSM ドキュメントに TTTTTTTTTTT

サービスアクションでは、SSM ドキュメントに TargetType TargetTTTTTTTTTTTTTT SSM オートメー
ションドキュメントを確認してください。

ポートフォリオへの AWS Marketplace 製品の追加
AWS Marketplace 製品をポートフォリオに追加し、それらの製品を Service Catalog のエンドユーザーが
使用するようにできます。

AWS Marketplace は、さまざまなソフトウェアやサービスを見つけ、サブスクライブし、すぐに使用を
開始できるオンラインストアです。AWS Marketplace の製品のタイプには、データベース、アプリケー
ションサーバー、テストツール、モニタリングツール、コンテンツ管理ツール、ビジネスインテリジェン
スソフトウェアなどがあります。AWS Marketplace は  http://aws.amazon.com/marketplace で使用できま
す。AWS Marketplace から AWS Service Catalog へは、Software as a Service (SaaS) 製品を追加できま
せん。

AWS MarketplaceAWS Service Catalog製品をエンドユーザーに配布するには、AWS CloudFormationテン
プレートを含む製品をにコピーしService Catalog、その製品をポートフォリオに追加します。

AWS Marketplace は、Service Catalog を直接サポートすることも、登録して手動で追加することもできま
す。Service Catalog 用に特別に設計された機能を使用して製品を追加することをお勧めします。

Service Catalog を使用した AWS Marketplace 製品の
管理
カスタムインターフェイスを使用して、登録した AWS Marketplace を Service Catalog に直接追加できま
す。AWS Marketplace で、[サービスカタログ] を選択します。詳細については、『AWS Marketplace Help 
and FAQ』の「Copying Products to AWS Service Catalog」を参照してください。
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手動での AWS Marketplace 製品の管理と追加
AWS Marketplace 製品にサブスクライブするには、次のステップを完了し、その製品を AWS 
CloudFormation テンプレートで定義して、Service Catalog ポートフォリオにテンプレートを追加しま
す。

AWS Marketplace 製品をサブスクライブするには

1. AWS Marketplace (http://aws.amazon.com/marketplace) に移動します。
2. 製品を参照するか、Service Catalog ポートフォリオに追加する製品を検索します。製品を選択して、

製品の詳細ページを表示します。
3. [続ける] を選択して受理ページを表示し、[手動で起動] タブを選択します。

受理ページの情報には、サポートされる Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
タイプ、サポートされる AWS リージョン、および製品が各 AWS リージョン用に使用する Amazon 
マシンイメージ (AMI) ID が含まれます。選択内容によってはコストに影響する場合もあります。この
情報を使用して、後のステップで AWS CloudFormation テンプレートをカスタマイズします。

4. 製品をサブスクライブするには、[Accept Terms] を選択します。

製品をサブスクライブすると、[Your Software] を選択し、製品を選択することにより AWS 
Marketplace の製品の受理ページの情報にいつでもアクセスできます。

AWS CloudFormation テンプレートで AWS Marketplace 製品を定義するには

次のステップを完了するには、開始点として AWS CloudFormation サンプルテンプレートの 1 つを使用
し、テンプレートをカスタマイズして、AWS Marketplace 製品を表すようにします。サンプルテンプレー
トにアクセスするには、AWS CloudFormationユーザーガイドの「サンプルテンプレート」を参照してく
ださい。

1. AWS CloudFormation ユーザーガイドの「サンプルテンプレート」ページで、製品のリージョンを選
択します。AWS リージョンは AWS Marketplace 製品でサポートされている必要があります。サポー
トされているリージョンは、AWS Marketplace の製品受理のページで表示できます。

2. リージョンに適したサービスサンプルテンプレートのリストを表示するには、[サービス] リンクを選
択します。

3. 開始点として、ニーズに適している任意のサンプルを使用できます。この手順のステップでは、
[Amazon EC2 instance in a security group] テンプレートを使用します。サンプルテンプレートを表
示するには、[View] を選択し、テンプレートのコピーをローカルに保存して、編集できるようにしま
す。ローカルファイルには、.template 拡張子が必要です。

4. テキストエディタでテンプレートを開きます。
5. テンプレートの上部の説明をカスタマイズします。ダッシュボードの外観は以下の例のようになって

います。

"Description": "Launches a LAMP stack from AWS Marketplace",

6. InstanceType パラメータをカスタマイズし、製品でサポートされる EC2 インスタンスタイプのみ
を含むようにします。サポートされていない EC2 インスタンスタイプがテンプレートに含まれる場
合、製品はエンドユーザーに対して起動しません。

a. AWS Marketplace の製品受理のページの [料金詳細] セクションで、サポートされる EC2 インス
タンスタイプを表示します。
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b. テンプレートで、デフォルトのインスタンスタイプを、サポートされている任意の EC2 インスタ
ンスタイプに変更します。

c. AllowedValues リストを編集し、製品でサポートされている EC2 インスタンスタイプのみを含
むようにします。

d. エンドユーザーが AllowedValues リストから製品を起動するときに、使用しないようにする 
EC2 インスタンスタイプを削除します。

InstanceType パラメータの編集を終了した例を次に示します。

    "InstanceType" : { 
      "Description" : "EC2 instance type", 
      "Type" : "String", 
      "Default" : "m1.small", 
      "AllowedValues" : [ "t1.micro", "m1.small", "m1.medium", "m1.large", "m1.xlarge", 
 "m2.xlarge", "m2.2xlarge", "m2.4xlarge", "c1.medium", "c1.xlarge", "c3.large", 
 "c3.large", "c3.xlarge", "c3.xlarge", "c3.4xlarge", "c3.8xlarge" ], 
      "ConstraintDescription" : "Must be a valid EC2 instance type." 
    },

7. テンプレートの Mappings セクションで、サポートされる EC2 インスタンスタイプとアーキテク
チャのみが含まれるように、AWSInstanceType2Arch マッピングを編集します。

a. AllowedValues パラメータの InstanceType リストに含まれていないすべての EC2 インスタ
ンスタイプを削除して、マッピングのリストを編集します。

b. 各 EC2 インスタンスタイプの Arch の値を編集し、製品でサポートされるアーキテクチャータイ
プとなるようにします。有効な値は、PV64、HVM64、HVMG2 です。製品でサポートされるアー
キテクチャの詳細については、「AWS Marketplace」のサポート製品詳細ページを参照してく
ださい。EC2 インスタンスファミリーでサポートされるアーキテクチャについては、「Amazon 
Linux AMI インスタンスタイプのマトリックス」を参照してください。

AWSInstanceType2Arch マッピングの編集が完了した例を次に示します。

    "AWSInstanceType2Arch" : { 
      "t1.micro"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.small"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.medium"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.large"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.2xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.4xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c1.medium"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c1.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.large"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.2xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.4xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.8xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  } 
    }
,

8. テンプレートの Mappings セクションで、AWSRegionArch2AMI マッピングを編集し、各 AWS 
リージョンを、製品の対応するアーキテクチャと AMI ID に関連付けます。

a. AWS Marketplace の製品受理のページで、次の例のように、製品が AWS の各リージョンで使用
する AMI ID を表示します。
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b. テンプレートで、サポートしないすべての AWS リージョンのマッピングを削除します。
c. 各リージョンのマッピングを編集し、サポートされないアーキテクチャ (PV64、HVM64、または

HVMG2) と、関連する AMI ID を削除します。
d. 残りの各 AWS リージョンとアーキテクチャのマッピングで、AWS Marketplace の製品詳細ペー

ジから、対応する AMI ID を指定します。

AWSRegionArch2AMI マッピングの編集が完了したコード例を次に示します。

    "AWSRegionArch2AMI" : { 
      "us-east-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "us-west-2"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "us-west-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "eu-west-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "eu-central-1"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-northeast-1"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-southeast-1"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-southeast-2"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "sa-east-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"} 
    }

これで、テンプレートを使用して製品を Service Catalog ポートフォリオに追加できます。追加の変更
が必要な場合は、テンプレートの詳細について「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照
してください。

AWS Marketplace 製品を Service Catalog ポートフォリオに追加するには

1. AWS Management Console にサインインして に移動し、Service Catalog 管理者コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog/) に移動します。

2. [ポートフォリオ] ページで、AWS Marketplace 製品を追加するポートフォリオを選択します。
3. ポートフォリオの詳細ページで、[新製品の更新] を選択します。
4. リクエストされた製品とサポートの詳細を入力します。
5. [Version details] ページで、[Upload a template file]、[Browse]、テンプレートファイルの順に選択しま

す。
6. バージョンタイトルと説明を入力します。
7. [次へ] を選択します。
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8. [Review] ページで、概要が正確であることを確認し、[確認とアップロード] を選択します。製品が
ポートフォリオに追加されます。これで、ポートフォリオにアクセスするエンドユーザーが製品を使
用できるようになりました。

使用中AWS CloudFormation StackSets
Note

この機能はベータモードです。 AutoTags は現在サポートされていませんAWS CloudFormation 
StackSets。

AWS CloudFormation StackSets を使用して、Service CatalogAWS複数の地域やアカウントで製品を発売
できます。AWSリージョン内で製品を順番にデプロイする順序を指定することができます。製品はアカウ
ント間で並列にデプロイされます。ユーザーは起動時に、障害耐性と、同時にデプロイするアカウントの
最大数を指定できます。詳細については、「AWS CloudFormation の使用 StackSets」を参照してくださ
い。

スタックセットとスタックインスタンス
スタックセットでは、1 つの AWS CloudFormation テンプレートを使用して、複数の AWS リージョンの 
AWS アカウントにスタックを作成できます。

スタックインスタンスは、AWS リージョン内のターゲットアカウントのスタックのことであり、1 つのス
タックセットのみと関連付けられます。

詳細については、「StackSets の概念」を参照してください。

スタックセットの制約
AWS Service Catalog では、スタックセットの制約を使用して製品のデプロイオプションを設定できま
す。

AWS Service Catalogは、 GovCloud GovCloud西部リージョン (PDT) と GovCloud-東部リージョン (OSU) 
の 2 つのリージョンの製品に対するスタックセットの制約をサポートしています。

詳細については、「AWS Service Catalogスタックセットの制約」を参照してください。を参照してくださ
い。を参照してください。を参照してください。

予算の管理
AWS Budgets を使用して、Service Catalog 内のサービスのコストと使用状況を追跡できます。予算を 
Service Catalog 製品やポートフォリオに関連付けることができます。

AWS Budgets には、カスタム予算を設定して、コストまたは使用量が予算額や予算量を超えたとき (ある
いは、超えると予測されたとき) にアラートを発信できる機能が用意されています。AWS Budgets の詳細
については、「http://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets」を参照してください。

タスク
• 前提条件 (p. 62)
• 予算の作成 (p. 63)
• 予算の関連付け (p. 63)

61

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/constraints-stackset.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/constraints-stackset.html
http://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets


Service Catalog 管理者ガイド
前提条件

• 予算の表示 (p. 64)
• 予算の関連付けの解除 (p. 64)

前提条件
AWS Budgets を使用する前に、AWS Billing and Cost Management コンソールでコスト配分タグをアク
ティブ化する必要があります。詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの
「ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化」を参照してください。

Note

タグがアクティブ化されるまでに最大 24 時間かかります。

また、Budgets 機能を使用するすべてのユーザーまたはグループに対して、AWS Billing and Cost 
Management コンソールへのユーザーアクセスを有効にする必要があります。これを行うには、ユーザー
用の新しいポリシーを作成します。

IAM ユーザーが予算を作成できるようにするには、請求情報の表示もユーザーに許可する必要がありま
す。Amazon SNS 通知を使用する場合は、以下のポリシー例に示すように、ユーザーに Amazon SNS 通
知を作成する権限を与えることができます。

予算ポリシーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. コンテンツペインで、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択し、以下の JSON ポリシードキュメントからテキストをコピーします。このテキ

ストを [JSON] ボックスに貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1435216493000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling", 
                "aws-portal:ModifyBilling", 
                "budgets:ViewBudget", 
                "budgets:ModifyBudget" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Stmt1435216552000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:us-east-1" 
            ] 
        } 
    ]
} 
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5. 完了したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。構文エラーがある場合は、Policy 
Validator (ポリシー検証) によってレポートされます。

6. [確認] ページで、ポリシーに名前を付けます。ポリシーの [Summary (概要)] で、ポリシーによって割
り当てられたアクセス許可を確認し、[ポリシーの作成] を選択して作業を保存します。

新しいポリシーが管理ポリシーの一覧に表示され、ユーザーやグループにアタッチできるようになり
ます。詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「カスタマー管理ポ
リシーの作成と添付」を参照してください。

予算の作成
Service Catalog 管理者コンソールの [製品] ページと [ポートフォリオ] ページには、既存の製品とポート
フォリオに関する情報が表示され、それらに対してアクションを実行できます。予算を作成するには、ま
ず予算を関連付ける製品またはポートフォリオを決定します。

予算を作成するには

1. Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)。
2. [製品] または [ポートフォリオ] を選択します。
3. 予算を追加する製品またはポートフォリオを選択します。
4. [アクション] メニューを開き、[予算を作成] を選択します。
5. [予算の作成] ページで、1 つのタグタイプを予算に関連付けます。

タグには、 AutoTags と 2 つのタイプがあります TagOptions。 AutoTags 製品を起動したポートフォ
リオ、製品、ユーザーを特定するタグで、Service Catalogによりプロビジョニングされたリソースに
自動的に適用されます。A TagOption Service Catalog はで管理される管理者定義のキーと値のペアで
す。

ポートフォリオまたは製品で発生する支出が関連付けられた予算に反映されるには、両方に同じタグ
が必要です。初めて使用されたタグキーは、アクティブ化されるまでに 24 時間かかることがありま
す。詳細については、「the section called “前提条件” (p. 62)」を参照してください。

6. [続行] を選択します。
7. [予算を設定] ページが表示されます。「予算を作成」の手順に従って、予算の設定を続行します。

予算を作成したら、それを製品またはポートフォリオに関連付ける必要があります。

予算の関連付け
各ポートフォリオまたは製品に関連付けることができる予算は 1 つですが、各予算は複数の製品やポート
フォリオに関連付けることができます。

予算を製品またはポートフォリオに関連付けると、その製品またはポートフォリオの詳細ページから予算
に関する情報を表示できます。製品またはポートフォリオで発生する支出が予算に反映されるには、予算
と製品またはポートフォリオの両方に同じタグを関連付ける必要があります。

Note

AWS Budgets から予算を削除しても、Service Catalog 製品やポートフォリオとの既存の関連付
けは残りますが、Service Catalog で削除された予算に関する情報を表示することはできません。

予算を関連付けるには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. [製品] または [ポートフォリオ] を選択します。
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3. 予算を関連付ける製品またはポートフォリオを選択します。
4. [アクション] メニューを開き、[予算を関連付ける] を選択します。
5. [予算の関連付け] ページで、既存の予算を選択します。オフにしたら、[Continue] を選択します。
6. [ポートフォリオ] または [製品] テーブルに、先ほど追加した予算のデータが含まれるようになりま

す。

予算の表示
予算が製品に関連付けられている場合は、[製品] または [製品の詳細] ページで予算に関する情報を表示で
きます。予算が製品に関連付けられている場合は、[ポートフォリオ] または [ポートフォリオの詳細] ペー
ジで予算に関する情報を表示できます。

[ポートフォリオ] ページと [製品] ページの両方に、既存のリソースの予算情報が表示されます。[現状対予
算] および [予測対予算] を表示する列を表示できます。

製品またはポートフォリオをクリックすると、詳細ページに移動します。これらの [ポートフォリオの詳
細] ページと [製品の詳細] ページには、関連付けられた予算に関する詳細情報を含むセクションがありま
す。予算額、現在の使用額、および予測使用額を確認できます。また、予算の詳細を表示し、予算を編集
するオプションもあります。

予算の関連付けの解除
ポートフォリオまたは製品から予算の関連付けを解除できます。

Note

AWS Budgets から予算を削除しても、Service Catalog 製品やポートフォリオとの既存の関連付
けは残りますが、Service Catalog で削除された予算に関する情報を表示することはできません。

予算の関連付けを解除するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. [製品] または [ポートフォリオ] を選択します。
3. 予算の関連付けを解除する製品またはポートフォリオを選択します。
4. [アクション] メニューを開き、[予算の関連付けを解除] を選択します。
5. 予算の関連付けを解除することを確認するアラートが表示されます。[Confirm] (確認) を選択します。
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プロビジョニング済み製品の管理
Service Catalog は、プロビジョニング済み製品を管理するためのインターフェイスを提供します。アクセ
スレベルに基づいてカタログのすべてのプロビジョニング済み製品を表示、更新、終了できます。手順の
例については、以下のセクションを参照してください。

トピック
• 管理者としてすべてのプロビジョニング済み製品を管理する (p. 65)
• プロビジョニング済み製品所有者の変更 (p. 65)
• プロビジョニング済み製品のテンプレートの更新 (p. 66)
• チュートリアル：ユーザーのリソース割り当ての確認 (p. 67)

管理者としてすべてのプロビジョニング済み製品を
管理する

アカウントのすべてのプロビジョニング済み製品を管理するには、プロビジョニング済み製品に対する
書き込みオペレーションへの AWSServiceCatalogAdminFullAccess または同等のアクセスが必要で
す。詳細については、「Service Catalog の Identity and Access Management (p. 20)」を参照してくださ
い。

すべてのプロビジョニング済み製品を表示および管理するには

1. AWS Service Catalog コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/)。

AWS Service Catalog コンソールにすでにログインしている場合、[Service Catalog]、[エンドユー
ザー] の順に選択します。

2. 必要に応じて、[プロビジョニング済み商品] セクションまで下方へスクロールします。
3. [プロビジョニング済み製品] セクションで、[表示: リスト] を選択して、表示するアクセスのレベルを 

[ユーザー]、[ロール] または [アカウント] から選択します。このアクションにより、カタログ内のすべ
てのプロビジョニング済み製品が表示されます。

4. 表示、更新、または終了するプロビジョニング済み製品を選択します。このビューに表示される情報
の詳細については、「プロビジョニング済み製品に関する情報を表示する」を参照してください。

プロビジョニング済み製品所有者の変更
プロビジョニング済み製品の所有者はいつでも変更できます。新しい所有者として設定するユーザーまた
はロールの ARN を知っている必要があります。

デフォルトでは、この機能は、AWSServiceCatalogAdminFullAccess 管理ポリ
シーを使用する管理者が使用できます。AWS Identity and Access Management (IAM) の
servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties のアクセス許可をエンドユーザーに付
与することで、エンドユーザーに対して有効にできます。
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以下も参照してください。

プロビジョニング済み製品の所有者を変更するには

1. Service Catalog コンソールで、[プロビジョニング済み製品リスト] を選択します。
2. 更新するプロビジョニング済み製品を見つけ、その横にある 3 つのドットを選択して、[Change 

provisioned product owner (プロビジョニング済み製品所有者の変更)] を選択します。また、[アクショ
ン] メニューのプロビジョニング済み商品の詳細ページに [所有者の変更] オプションもあります。

3. ダイアログボックスで、新しい所有者として設定するユーザーまたはロールの ARN を
入力します。ARN は arn: で始まり、コロンやスラッシュで区切られたその他の情報 
(arn:aws:iam::123456789012:user/NewOwner など) を含みます。

4. [Submit] (送信) を選択します。所有者が更新されると、成功メッセージが表示されます。

以下も参照してください。
• UpdateProvisionedProductProperties

プロビジョニング済み製品のテンプレートの更新
プロビジョニング済み製品の現在のテンプレートを別のテンプレートに変更できます。例えば、Service 
Catalog に EC2 製品がある場合、その EC2 製品を更新して、同じプロビジョニング済み製品 ID を保持
し、テンプレートを S3 バケットに変更できます。

プロビジョニング済み製品のテンプレートを更新するには

1. 左側のナビゲーションメニューで、[プロビジョニング済み製品] を選択します。
2. [プロビジョニング済み製品] で、プロビジョニング済み製品を選択し、[アクション]、[更新] を選択し

ます。

また、プロビジョニング済み製品の詳細ページで [アクション] 、[更新] を選択することもできます。
3. (オプション)「製品の詳細」で、「製品を変更」を選択します。

[商品の変更] では、次のことに注意してください。

製品を変更すると、このプロビジョニング済み製品が別の製品テンプレートに更新されます。これに
より、リソースが終了し、新しいリソースが作成される可能性があります。

プロビジョニング済み製品の別のバージョンに、同じ製品内の別のバージョンに更新できます。
4. （オプション）[製品] で、別のテンプレートで更新する製品を選択します。次に [変更] を選択しま

す。

[商品の詳細] では、次のことに注意してください。

[製品名] が [現在のテンプレート名] から [新しいテンプレート名] に更新されます。ただし、プロビ
ジョニング済み製品の名前、[製品名] は変更されません。

プロビジョニング済み製品の別のバージョンに、同じ製品内の別のバージョンに更新できます。
5. [製品バージョン] で、使用する製品のバージョンを選択します。
6. [パラメータ] で、該当するパラメータを選択します。
7. [更新] を選択します。

[プロビジョニング済み製品の詳細] では、更新の詳細が表示されます。プロビジョニング済み製品の
名前は変更されませんが、プロビジョニング済み製品のテンプレートは異なります。

66

https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/API_UpdateProvisionedProductProperties.html


Service Catalog 管理者ガイド
チュートリアル：ユーザーのリソース割り当ての確認

チュートリアル：ユーザーのリソース割り当ての確
認

Service Catalog コンソールを使用して、製品をプロビジョニングしたユーザーとその製品に関連付けられ
ているリソースを確認できます。このチュートリアルでは、次の例をユーザー独自の特定のプロビジョニ
ング済み製品に応用できるようにします。

アカウントのすべてのプロビジョニング済み製品を管理するには、プロビジョニング済み製品に対する
書き込みオペレーションへの AWSServiceCatalogAdminFullAccess または同等のアクセスが必要で
す。詳細については、AWS Service Catalog 管理者ガイドの「Identity and Access Management」を参照
してください。

製品をプロビジョニングしたユーザーおよび関連するリソースを確認するには

1. https://console.aws.amazon.com/servicecatalog を開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューで、[プロビジョニング済み製品] を選択します。
3. [アクセスフィルター] ドロップダウンメニューで、[アカウント] を選択します。

4. [アカウント] ビューで、プロビジョニング済み製品を表示、選択、開き、詳細を表示します。

プロビジョニング済み製品の詳細が表示されます。
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5. 下にスクロールして [イベント] セクションを展開します。Provisioned product ID と
CloudformationStackARN の値に注意してください。

6. プロビジョニング済み製品 ID を使用して、この起動に対応する AWS CloudTrail レコードを確認し、
リクエストしているユーザー (通常は、フェデレーション時に入力した E メールアドレス) を確認しま
す。この例では「steve」です。

{ 
  "eventVersion":"1.03","userIdentity": 
  { 
    "type":"AssumedRole", 
    "principalId":"[id]:steve", 
    "arn":"arn:aws:sts::[account number]:assumed-role/SC-usertest/steve", 
    "accountId":[account number], 
    "accessKeyId":[access key], 
    "sessionContext": 
    { 
      "attributes": 
      { 
        "mfaAuthenticated":[boolean], 
        "creationDate":[timestamp] 
      }, 
      "sessionIssuer": 
      { 
        "type":"Role", 
        "principalId":"AROAJEXAMPLELH3QXY", 
        "arn":"arn:aws:iam::[account number]:role/[name]", 
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        "accountId":[account number], 
        "userName":[username] 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime":"2016-08-17T19:20:58Z","eventSource":"servicecatalog.amazonaws.com", 
  "eventName":"ProvisionProduct", 
  "awsRegion":"us-west-2", 
  "sourceIPAddress":[ip address], 
  "userAgent":"Coral/Netty", 
  "requestParameters": 
  { 
    "provisioningArtifactId":[id], 
    "productId":[id], 
    "provisioningParameters":[Shows all the parameters that the end user entered], 
    "provisionToken":[token], 
    "pathId":[id], 
    "provisionedProductName":[name], 
    "tags":[], 
    "notificationArns":[] 
  }, 
  "responseElements": 
  { 
    "recordDetail": 
    { 
      "provisioningArtifactId":[id], 
      "status":"IN_PROGRESS", 
      "recordId":[id], 
      "createdTime":"Aug 17, 2016 7:20:58 PM", 
      "recordTags":[], 
      "recordType":"PROVISION_PRODUCT", 
      "provisionedProductType":"CFN_STACK", 
      "pathId":[id], 
      "productId":[id], 
      "provisionedProductName":"testSCproduct", 
      "recordErrors":[], 
      "provisionedProductId":[id] 
    } 
  }, 
  "requestID":[id], 
  "eventID":[id], 
  "eventType":"AwsApiCall", 
  "recipientAccountId":[account number]
}

7. CloudformationStackARN の値を使用して AWS CloudFormation イベントを識別し、作成された
リソースに関する情報を見つけます。AWS CloudFormation API を使用して、この情報を取得するこ
ともできます。詳細については、「AWS CloudFormation API リファレンス」を参照してください。

ステップ 1〜4 は、Service Catalog API または AWS CLI を使って行うことができます。詳細について
は、AWS Service Catalogデベロッパーガイドを参照してください。 AWS Service Catalogおよびコマンド
ラインリファレンス。

69

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/what-is-service-catalog.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/servicecatalog/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/servicecatalog/


Service Catalog 管理者ガイド
AutoTags

Service Catalog でのタグの管理
Service Catalog には、リソースを分類できるように、タグが用意されています。タグには、 AutoTags と 
2 つのタイプがあります TagOptions。

AutoTags Service Catalogのプロビジョニングされたリソースのオリジンに関する情報を識別するタグであ
り、Service Catalogプロビジョニングされたリソースに自動的に適用されます。

TagOptions で管理されるキーと値のペアでService Catalog、AWSタグを作成するためのテンプレートと
して機能します。

トピック
• AWS Service Catalog AutoTags (p. 70)
• AWS Service Catalog TagOption 図書館 (p. 70)

AWS Service Catalog AutoTags
AutoTags Service CatalogService Catalogプロビジョニングされたリソースの

AutoTags ポートフォリオ、製品、ユーザー、製品バージョン、プロビジョニング済み製品の固有識別子の
タグを含めます。これにより、ユーザーがカタログで設定した Service Catalog 構造を反映する一連のタグ
が提供されます。 AutoTags お客様の50タグ制限にはカウントされません。

Service Catalog AutoTags リソースに整合性のあるタグ付けを行う際に役立ちます。これはポートフォ
リオ、製品、またはユーザー用に予算を設定するときに便利です。AWS Configルールの設定など、 
AutoTags リリース後の運用時にリソースを特定するために AutoTags を使用することもできます。 
AutoTags プロビジョニングされたリソースは、、Amazon EC2、Amazon S3 などAWS CloudFormation、
プロビジョニングに使用されたダウンストリームのタグセクションで確認できます。

AutoTag 詳細

• aws:servicecatalog:portfolioArn - プロビジョニング済み製品の起動元のポートフォリオの ARN。
• aws:servicecatalog:productArn - プロビジョニング済み製品の起動元の製品の ARN。
• aws: servicecatalog:provisioningPrincipalArn-プロビジョニングされた製品を作成したプロビジョニング

プリンシパル (ユーザー) の ARN。
• aws: サービスカタログ:provisionedProductArn-プロビジョニングされた製品の ARN。
• aws: servicecatalog:provisioningArtifactIdentifier-元のプロビジョニングアーティファクト (製品バージョ

ン) の ID。

Note

Service Catalog最近 AutoTags、aws: サービスカタログ:provisionedProductArnと aws: サービス
カタログ:という 2 つの新しい追加を行いましたprovisioningArtifactIdentifier。 AutoTags これらの
新規は、プロビジョニング済み製品の更新時に自動的にバックフィルされます。

AWS Service Catalog TagOption 図書館
管理者がプロビジョニングされた製品のタグを簡単に管理できるように、Service Catalog TagOption ラ
イブラリを提供しています。A TagOption Service Catalog はで管理されるキーと値のペアです。これは
AWSのタグではありませんが、に基づいてAWSのタグを作成するためのテンプレートとして機能します 
TagOption。
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TagOption このライブラリを使用すると、次のことを簡単に実施できます。

• 整合性のある分類
• Service Catalog リソースの適切なタグ付け
• 許可されたタグのためのユーザーが選択可能な定義済みのオプション

TagOptions 管理者はポートフォリオや製品に関連付けることができます。製品の起動 (プロビジョニング) 
中に、Service Catalog関連するポートフォリオと製品を集約し TagOptions、それらを次の図に示すように
プロビジョニングされた製品に適用します。

TagOption ライブラリを使用すると、 TagOptions ポートフォリオや製品との関連付けを無効化して保持
し、必要なときに再度有効化できます。このアプローチは、ライブラリの整合性を維持するのに役立つだ
けでなく、断続的に使用されたり、 TagOptions 特別な状況下でのみ使用されたりする可能性のあるライ
ブラリを管理することもできます。

Service Catalog TagOption コンソールまたはライブラリ API TagOptions で管理します。詳細について
は、「Service Catalog API リファレンス」を参照してください。

内容
• で製品を立ち上げるには TagOptions (p. 71)
• 管理する TagOptions (p. 74)
• TagOptions AWS Organizationsタグポリシーでの使用 (p. 75)

で製品を立ち上げるには TagOptions
ユーザーが、を持つ製品を起動すると TagOptions、Service Catalogユーザーの代わりに次の操作を実行し
ます。

• TagOptions 製品およびローンチ用ポートフォリオのすべてを収集します。
• TagOptions プロビジョニングされた製品のタグで必ず一意のキーのみが使用されるようにします。ユー

ザーは、キーの複数選択値リストを取得します。ユーザーが値を選択すると、プロビジョニング済み製
品のタグになります。
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• ユーザーは、プロビジョニング中に競合しないタグを製品に追加することができます。

次のユースケースは、 TagOptions 起動時の作業を示しています。

例 1: TagOption ユニークなキー
管理者が TagOption[グループ=財務] を作成し、それをポートフォリオ1に関連付けます。ポートフォリオ1
には何もありません TagOptions。ユーザーがプロビジョニングされた製品を起動すると、シングルは次の
ようにタグ [Group=Finance] TagOption  になります。

例 2: TagOptions ポートフォリオに同じキーを持つのセット
管理者は、 TagOptions 同じキーを持つ2つをポートフォリオに配置し、 TagOptions 製品で同じキーを持
つ製品で同じキーを持つ製品はありません。起動時に、ユーザーはキーに関連付けられた 2 つの値のいず
れかを選択する必要があります。プロビジョニング済みの製品には、キーとユーザーが選択した値でタグ
が付けられます。
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例 3: TagOptions ポートフォリオとそのポートフォリオ内の製品
の両方で同じキーを持つのセット
管理者は、 TagOptions 同じキーを持つ複数の製品をポートフォリオに配置し、 TagOptions 製品で同じ
キーを持つ複数の OS もそのポートフォリオ内にあります｡ Service Catalogの集約 (論理 AND 演算) から
一連の値を作成します TagOptions。ユーザーが製品を起動すると、ユーザーはこの値のセットを見て選択
します。プロビジョニング済みの製品に、キーとユーザーが選択した値でタグが付けられます。
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例 4: TagOptions キーが同じで値が競合する複数
管理者は、 TagOptions 同じキーを持つ複数の製品をポートフォリオに配置し、 TagOptions 製品で
同じキーを持つ複数の OS もそのポートフォリオにあります｡ Service Catalogの集約 (論理 AND 演
算) から一連の値を作成します TagOptions。集約でキーの値が見つからない場合、Service Catalog は
同じキーと sc-tagconflict-portfolioid-productid という値を持つタグを作成します。ここ
で、portfolioid と productid は、ポートフォリオと製品の ARN です。これにより、プロビジョニン
グ済みの製品に、正しいキーと、管理者が検索して修正できる値のタグが付けられます。

管理する TagOptions
管理者は、以下のアクションを実行して TagOptions TagOptions ライブラリで管理できます。

• 作成と削除
• アクティブ化または非アクティブ化
• 関連付け/関連付け解除
• [Edit] (編集)

TagOptions コンソールで作成するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左のナビゲーションで、[TagOptionsライブラリ] を選択します。
3. [新規作成] で TagOption、キーと値を入力し、[追加] を選択します。

TagOption 新しいが作成されると、キーと値のペアごとにグループ化され、[TagOptionsリストでアル
ファベット順にソートされます]

Service CatalogAPI TagOption を使用してを作成するには、を参照してくださいCreateTagOption。

TagOptions コンソールで削除するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューで [TagOptions ライブラリ] を選択し、[アクション] を選択します。
3. [削除] を選択して、削除を確定します。

TagOptions コンソールで 1 つ以上をアクティブ化または非アクティブ化するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューで [TagOptions ライブラリ] を選択し、[アクション] を選択します。
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3. アクティブにするには、 TagOption 目的の非アクティブを選択します。次に、[アクション] を選択
し、ドロップダウンメニューから [アクティベート] を選択し、選択を確認します。

非アクティブ化するには、 TagOption 目的のアクティブを選択します。次に、[アクション] を選択
し、ドロップダウンメニューから [非アクティブ化] を選択し、選択を確定します。

コンソールで 1 TagOptions つ以上のポートフォリオを関連付けたり、関連付けを解除したりする
には

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左のナビゲーションで、[ポートフォリオ] から、関連付けまたは関連付け解除するポートフォリオを

開きます。
3. TagOptionsタブを選択し、ポートフォリオに関連付けるか、関連付けを解除する 1 TagOptions つ以

上を選択します。
4. [Actions] を選択します。次に [関連付け] または [関連付け解除] を選択し、選択を確定します。

コンソールで 1 TagOptions つまたは複数の製品を関連付けたり、関連付けを解除したりするには

1. https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/AWS Service Catalog でコンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューの [管理] で、[製品] を選択します。次に、関連付けまたは関連付けを

解除する製品を開きます。
3. TagOptionsタブを選択し、ポートフォリオに関連付けるか、関連付けを解除する 1 TagOptions つ以

上を選択します。
4. [Actions] を選択します。次に [関連付け] または [関連付け解除] を選択し、選択を確定します。

Note

Service CatalogAPI TagOptions を使用してポートフォリオまたは製品に関連付けるには、を参照
してくださいAssociateTagOptionWithResource。
Service CatalogAPI TagOptions を使用して削除 (関連付け解除) するには、を参照してくださ
いDisassociateTagOptionFromResource。

TagOptions コンソールで値を編集するには

1. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。
2. 左のナビゲーションで、[TagOptionsライブラリ] を選択します。
3. a TagOption を選択し、値を開きます。(値はハイパーリンクされています)。次に、[編集] を選択しま

す。
4. [値] フィールドで、値を編集し、[変更の保存] をクリックします。

TagOptions AWS Organizationsタグポリシーでの使用
このトピックでは、AWS Organizationsおよび TagOptions のタグポリシーの概要について説明します
AWS Service Catalog。また、両方の機能を同時に使用する場合に、タグ付け競合を防ぐ方法についても説
明します。

TagOptions はプロビジョニング済み製品 (CloudFormationスタック) に、のタグポリシーは、AWSアカウ
ントおよび組織単位 (OU)AWS Organizations または組織ルートに適用します。AWS Service Catalog例え
ば、OU にタグポリシーを添付すると、同じタグポリシーはその OU 内のすべてのアカウントに適用され
ます。両方のタグ付け機能を同時に使用する場合は、競合しないように構成する必要があります。
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タグポリシー
タグポリシーを使用すると、AWS Organizations のアカウントの AWS リソースでのタグの使用方法に関
するルールを定義できます。タグポリシーを使用して、アカウントレベルで AWS リソースの一貫性のあ
るタグ付けアプローチを作成し、維持できます。

タグポリシーは、ユーザーが一貫したタグを適用し、タグ付きリソースを監査し、適切なリソース分類を
維持するための簡単な方法を提供します。また、タグキーを大文字にする方法、および許可する値を定義
することもできます。例えば、アカウント内のすべての EC2 インスタンスに、タグキーを CostCenter
に、タグの値を Data Insights または Marketing に設定することを要求できます。

タグポリシーを使用すると、タグ付けルールを適用するオプション、タグの非準拠操作を防ぎ、適用する
リソースタイプを指定するためのオプションを選択できます。強制オプションを選択しない場合、タグポ
リシーでは、非準拠タグを作成または変更できますが、それらのタグは AWS Organizations コンソールで
非準拠としてレポートされます。

アカウントレベルのタグ適用をセットアップする方法の詳細については、「AWS Organizations でのタグ
ポリシー」を参照してください。

TagOptions
TagOptions は、AWS Service Catalog関連付けられた製品に適用されている場合、 CloudFormation ス
タックレベルでプロビジョニング済み製品にを適用するタグ付け機能です。 AWS Service Catalogには、 
TagOptions AWS Service Catalog製品に関連付けるキーと値のペアを定義できるライブラリが用意され
ています。AWS Service Catalog製品を起動する際は、 TagOption TagOption その製品を起動するための
ポートフォリオまたは製品に関連付けられている既存のキーの値を選択する必要があります。 TagOptions 
ポートフォリオレベルまたは製品レベルで設定されるため、アカウントおよびリージョン間で共有されて
いるポートフォリオとのタグ付けの一貫した分類を適用できます。

TagOptions での設定方法の詳細についてはAWS Service Catalog、「AWS Service Catalog TagOption ラ
イブラリ」を参照してください。

タグポリシーとの競合を回避する TagOptions
でアカウントのタグポリシーを構成する場合はAWS Organizations、準拠タグの要件を、 TagOptionsAWS 
Service Catalogポートフォリオと製品を管理する管理者、AWS Service Catalogおよびで製品を起動し、
オプションのエンドユーザータグを製品のリリースに追加することをお勧めします。

例えば、キーに、、、、、、Atlantaなどの米国の都市のタグ値を持つように要求する、または、また
は、 TagOption cityは製品の必須キーが選択した、または、は製品の必須キーが選択した、または、は
製品の必須キーが選択した、または、は製品の必須キーが選択した、または、は製品の必須キーが選択し
た、または、は製品の必須キーが選択した、または、Austin.AWS Service Catalogは製品の必須キーが
選択した、または、は製品の必須キーが選択した、または、 TagOption は製品の必須キーが選択した、ま
たは、は製品の必須キーが選択した、または、 TagOption は製品の必須キーが選択した、または、AWS 
Service CatalogSan Franciscoそのため、 TagOption TagOption キー都市の値が南米の都市を含む場
合、 TagOption 発売時に米国の都市を含む値が選択されない限り、AWS Service Catalog製品は発売され
ません。Rio de JaneiroBuenos Aires

次の表では、タグポリシーを使用するときに発生する可能性のあるタグ付け競合の問題を解決する方法を
説明したシナリオを示します。 TagOptions

シナリオ 理由 解決策

タグポリシーでタグの適用の
チェックがオンになっている場

タグポリシーの準拠タグの許可
リストに追加していないキーと
値を指定します TagOptions 。

タグポリシータグキーの大文字
と小文字の区別により特定の大
文字と小文字の区別スキーマを

76

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/tagoptions.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/tagoptions.html


Service Catalog 管理者ガイド
TagOptions AWS Organizationsタグポリシーでの使用

シナリオ 理由 解決策
合、非準拠のタグが原因で製品
の起動に失敗します。 タグポリシーに準拠していない

オプションのカスタムタグを追
加する。

構成する場合は、 TagOptions タ
グキーとオプションのカスタム
タグキーがタグポリシーで指定
したものと一致していることを
確認してください。

タグポリシーで [タグキーの大文
字と小文字の区別] チェックボッ
クスをオフにすると、すべての
小文字のタグキーが準拠し、 
TagOptions タグキーとオプショ
ンのカスタムタグキー (すべて小
文字など) がタグポリシーで要求
されるものと一致するようにな
ります。

タグキーの大文字と小文字の区
別により、製品の起動に失敗し
ました。

タグポリシーの大文字と小文字
の区別の適用ルールと一致しな
い、 TagOptions キーの大文字と
小文字の区別の適用ルールと一
致しない、または、キーで大文
字と小文字の区別の適用ルール
と一致しない。

タグポリシーを正しく構成して
ください。タグキーの大文字と
小文字の区別のコンプライアン
スを規定しない場合、デフォル
トでタグキーはすべて小文字に
なります。

また、タグポリシーでタグキー
の大文字と小文字の区別のコン
プライアンスを規定しない場合
は、の TagOptions Tagキーを適
用ルールに従わせるために、す
べて小文字にする必要がありま
す。AWS Service Catalog

大文字と小文字の区別のコンプ
ライアンスが有効になってい
ないタグポリシーを使用する場
合、そのタグポリシーでは、す
べての小文字のタグキーのみが
準拠していると見なされます。

互換性のないタグ値のため、製
品の起動に失敗しました。

TagOptions タグポリシーのタグ
値コンプライアンス許可リスト
に含まれていない、製品を起動
するためのタグ値の選択。

[タグ値のコンプライアンス] 
TagOptions が許可したタグ値の
タグ値のタグ値のタグ値と一致
するようになります。
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Service Catalog におけるモニタリン
グ

Amazon を使用してService Catalogリソースをモニタリングすることで CloudWatch、の rawService 
Catalog データを読み取り可能なメトリクスとして収集して処理できます。これらの統計情報は 2 週間記
録されるため、履歴情報にアクセスしてサービスの動作をより的確に把握できます。Service Catalog メト
リクスデータは 1 分間隔で CloudWatch に自動的に送信されます。詳細については CloudWatch、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

使用可能なメトリクスとディメンションのリストについては、「Service Catalog CloudWatch 指
標 (p. 78)」を参照してください。

モニタリングは、Service Catalog と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持す
る上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできる
ように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。ただ
し、Service Catalog のモニタリングをスタートする前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリン
グ計画を作成する必要があります。

• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?

モニタリングツール
AWS は、Service Catalog のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供します。これらのツール
の一部はモニタリングを行うように設定できますが、一部のツールは手動による介入が必要です。モニタ
リングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。

自動モニタリングツール
AWS CloudWatch アラームを使用してService Catalogをモニタリングでき、中断が報告されます。

AWS CloudWatch アラームは指定された期間にわたって単一のメトリクスを監視し、複数の期間にわた
り既定のしきい値に関連するメトリクス値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。アクション
は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling のポ
リシーに送信される通知です。 CloudWatch アラームは、メトリクスが特定の状態になっただけではアク
ションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定した期間継続している必要
があります。アラームの作成方法については、「Amazon CloudWatch アラームの作成」を参照してくだ
さい。Amazon CloudWatch メトリクスをで使用する方法の詳細についてはService Catalog、を参照して
くださいService Catalog CloudWatch 指標 (p. 78)。

Service Catalog CloudWatch 指標
Amazon を使用してService Catalogリソースをモニタリングすることで CloudWatch、の rawService 
Catalog データを読み取り可能なメトリクスとして収集して処理できます。これらの統計情報は 2 週間記
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録されるため、履歴情報にアクセスしてサービスの動作をより的確に把握できます。Service Catalog メト
リクスデータは 1 分間隔で CloudWatch に自動的に送信されます。詳細については CloudWatch、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• CloudWatch メトリクスを有効にする (p. 79)
• 使用できるメトリクスとディメンション (p. 79)
• Service Catalog メトリクスの表示 (p. 80)

CloudWatch メトリクスを有効にする
Amazon CloudWatch メトリクスはデフォルトで有効化されています。

使用できるメトリクスとディメンション
AmazonService Catalog CloudWatch に送信するメトリクスとディメンションを以下に示します。

Service Catalog メトリクス
AWS/ServiceCatalog 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

ProvisionedProductLaunch指定された期間内に特定の製品およびプロビジョニングアーティファクトに
対して起動されたプロビジョニング済みの製品の数。

単位はカウント

有効な統計: Minimum、Maximum、Sum、Average

Service Catalog メトリクスのディメンション
Service Catalogは、次のディメンションを Amazon CloudWatch に送信します。

ディメンション 説明

State このディメンションは、この指定された状態で起動され
たすべてのプロビジョニング済み製品に対してリクエス
トしたデータをフィルタリングします。これにより、起
動の状態別にデータを分類するのに役立ちます。

有効な状態: SUCCEEDED、FAILED

ProductId このディメンションは、識別された製品 ID に対しての
み、リクエストしたデータをフィルタリングします。こ
れにより、起動予定の商品を正確に特定することができ
ます。

ProvisioningArtifactId このディメンションは、識別されたプロビジョニング
アーティファクト ID のみに対して、リクエストした
データをフィルタリングします。これにより、起動予定
の製品のバージョンを正確に特定することができます。

79

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/


Service Catalog 管理者ガイド
Service Catalog メトリクスの表示

Service Catalog メトリクスの表示
Amazon CloudWatch コンソールで Amazon CloudWatch メトリクスを表示できます。リソースを詳細でカ
スタマイズ可能な表示で示します。また、サービスの実行中タスク数も表示します。

トピック
• AmazonService Catalog CloudWatch コンソールでメトリックスを表示する (p. 80)

AmazonService Catalog CloudWatch コンソールでメトリックス
を表示する
Amazon CloudWatch コンソールでService Catalogメトリクスを表示できます。Amazon CloudWatch 
コンソールでService Catalogメトリクスの詳細を表示し、ニーズに合わせて表示をカスタマイズできま
す。Amazon Service Catalog の詳細については CloudWatch、「Amazon Service  CloudWatch Catalog」
を参照してください。

Amazon CloudWatch コンソールでメトリクスを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で Amazon CloudWatch コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションの [メトリクス] セクションで、[Service Catalog] を選択します。
3. 表示するメトリクスを選択します。

AWS CloudTrail を使用した AWS Service Catalog 
API コールの記録

Service Catalogのユーザー、ロールAWS CloudTrail、またはのサービスで実行されたアクションを記録
するサービスと統合されています。これは、のユーザー、ロール、またはAWSService Catalogのサービ
スで実行されたアクションを記録するためのサービスです。 CloudTrail は、AWS Service Catalog に対す
るすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、AWS Service 
Catalog コンソールからのコールと、AWS Service Catalog API オペレーションへのコードコールが含ま
れます。証跡を作成する場合は、AWS Service Catalog CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケット
へのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コン
ソールの最新のイベントを表示できます。AWS Service Catalog に対するリクエスト CloudTrail、リクエ
スト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

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

AWS AWS Service Catalog 情報 CloudTrail
AWS CloudTrail は、アカウント作成時にAWSアカウントで有効になります。AWS Service Catalog でア
クティビティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] の他のAWSのサービスのイ
ベントとともに AWS イベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウン
ロードできます。詳細については、「AWS CloudTrail イベント履歴」を参照してください。を参照してく
ださい。を参照してください。

AWS Service Catalog のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、追跡を
作成します。[追跡] により CloudTrail 、AWS はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。
デフォルトでは、コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS 
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにログファイルを配信します。さらに、その他のAWSサービスを設定して、AWS 
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CloudTrail ログで収集データをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うことができます。詳細につい
ては、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• AWS CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• AWS CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから AWS CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

AWS CloudTrail ログファイルを受け取る」

CloudTrail すべての AWS Service Catalog アクションを記録します。たとえ
ば、、CreateProductUpdateProvisionedProductおよびアクションを呼び出す
とCreatePortfolio、AWS CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

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

AWS Service Catalog ログファイルエントリの理解
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。AWS CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリエントリエン
トリエントリエントリエントリエントリエントリエントリエントリエントリエントリ イベントはあらゆる
ソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストの
パラメータなどの情報が含まれます。AWS CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付け
られたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。CreateApplicationAPI を示
す AWS CloudTrail ログエントリの例は、次のとおりです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "account", 
        "arn": "arn:aws:iam::12345789012:user/dev-haw", 
        "accountId": "12345789012", 
        "accessKeyId": "keyId", 
        "userName": "dev-haw" 
    }, 
    "eventTime": "2020-09-23T21:07:58Z", 
    "eventSource": "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateApplication", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.48", 
    "userAgent": "aws-cli/1.18.140 Python/3.6.11 
 Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.63", 
    "requestParameters": { 
        "name": "hawTestCT", 
        "clientToken": "6f36d650-a086-47cf-810a-fbfab2f8ad33" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "application": { 
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            "applicationArn": "arn:aws:servicecatalog:us-east-1:12345789012:application/
app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f", 
            "applicationId": "app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f", 
            "creationTime": 1600895277.775, 
            "lastUpdateTime": 1600895277.775, 
            "name": "hawTestCT", 
            "tags": {} 
        } 
    }, 
    "requestID": "1b6ad353-3b06-421b-bcb4-00075a782762", 
    "eventID": "0a2ca224-cdfd-4c4b-a4ed-163218ff5e2d", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "12345789012"
}
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ドキュメント履歴
このテーブルは、AWS Service Catalog ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたものです。

機能 説明 リリース日

AppRegistry アプリケーション、関連す
るリソースコレクション、 
AppRegistry AWSおよびアプ
リケーション属性グループの
保存がどのように役立つかに
ついては、を参照してくださ
いAppRegistry。

2022 年 6 月 15 日

AWSService Management 
Connector

Jira サービス管理用コネクタの
詳細については ServiceNow、
「AWSサービス管理コネクタ」
を参照してください。

2022 年 6 月 9 日

Connector for Jira Service 
Management

Connector for Jira サービスマ
ネジメントの更新の詳細につい
ては、「Service Management 
Connector for Jira Service 
Manage」を参照してください
AWS。

2021 年 5 月 25 日

用コネクタ ServiceNow Connector for の更新の詳細につ
いては、「Service Management 
Connector for for ServiceNow
AWSService Management 
Connector for for for」を参照し
てください ServiceNow。

2021 年 4 月 7 日

用コネクタ ServiceNow Connector for の更新の詳細につ
いては、「Service Management 
Connector for for ServiceNow
AWSService Management 
Connector for for for」を参照し
てください ServiceNow。

2020 年 9 月 24 日

AWS Service Quotas AWS Service Catalog の AWS 
Service Quotas との連携の詳
細については、「AWS Service 
Catalog のデフォルトのサービ
スクォータ」を参照してくださ
い

2020 年 3 月 24 日

入門ライブラリ AWS Service Catalog が提供す
る Well-Architected 製品テンプ
レートの詳細については、「ラ
イブラリの開始方法」を参照し
てください。

2020 年 3 月 10 日

バージョンガイダンス 製品バージョンガイダンスの詳
細については、「バージョンガ

2019 年 12 月 17 日
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イダンス」を参照してくださ
い。

Connector for Jira Service Desk Connector for Jira Service 
Desk の使用を開始するには、
「AWSService Management 
Connector for Jira Service 
Desk」を参照してください。

2019 年 11 月 21 日

用コネクタ ServiceNow Connector for の更新の詳細につ
いては、「Service Management 
Connector for for ServiceNow
AWSService Management 
Connector for for for」を参照し
てください ServiceNow。

2019 年 11 月 18 日

セキュリティに関する新しい章 AWS Service Catalog のセキュ
リティについては、「AWS 
Service Catalog のセキュリ
ティ」を参照してください。

2019 年 10 月 31 日

プロビジョニング済み製品所有
者の変更

プロビジョニング済み製品の所
有者を変更する方法について
は、「プロビジョニング済み製
品の所有者の変更」を参照して
ください。

2019 年 10 月 31 日

新しいリソースの更新の制約 プロビジョニング済み製品
でタグを更新するために 
RESOURCE_UPDATE の制約
を使用する方法の詳細について
は、「AWS Service Catalog タ
グ更新の制約」を参照してくだ
さい。

2019 年 4 月 17 日

用コネクタ ServiceNow のコネクタの使用を開始するに
は ServiceNow、「AWSのサー
ビス管理コネクタ」を参照して
ください ServiceNow。

2019 年 3 月 19 日

AWS CloudFormation StackSets 
のサポート

使い始めるにはAWS 
CloudFormation StackSets、
「使い方」を参照してくだ
さいAWS CloudFormation 
StackSets。

2018 年 11 月 14 日

セルフサービスアクション セルフサービスアクションの
使用を開始するには、「AWS 
Service Catalog サービスアク
ション」を参照してください。

2018 年 10 月 17 日

CloudWatch アマゾンメトリッ
クス

Amazon CloudWatch メトリッ
クスについて詳しくは、を参
照してくださいAWS Service 
CatalogAmazon CloudWatch。

2018 年 9 月 26 日
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のSupport TagOptions タグを管理するには、「AWS 
Service Catalog TagOptionライ
ブラリ」を参照してください。

2017 年 28 月 6 日

ポートフォリオのインポート 他の AWS アカウント から共
有されているポートフォリオを
インポートするには、「ポート
フォリオのインポート」を参照
してください。

2016 年 2 月 16 日

アクセス権限情報の更新 エンドユーザーコンソール
ビューへのアクセスを許可する
には、「エンドユーザー向けの
コンソールアクセス」を参照し
てください。

2016 年 2 月 16 日

初回リリース これは、AWS Service Catalog 
管理者ガイドの初回リリースで
す。

2015 年 7 月 9 日
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