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AWS WAF、AWS Shield、AWS
Firewall Manager とは
AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストを
モニタリングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。以下のリソースタイプを保護できま
す。
• Amazon CloudFront ディストリビューション
• Amazon API Gateway REST API
• Application Load Balancer
• AWS AppSync GraphQL API
• Amazon Cognito ユーザープール
AWS WAF では、コンテンツへのアクセスを制御することもできます。リクエストの発生元の IP アドレス
またはクエリ文字列の値など、指定した条件に基づいて、保護されたリソースはリクエストに対し、リク
エストされたコンテンツ、HTTP 403 ステータスコード (禁止)、カスタム応答のリクエストのいずれかで
応答します。
基本的に、AWS WAF では次のいずれかの動作を選択できます。
• 指定したリクエストを除くすべてのものを許可 - これは、Amazon CloudFront、Amazon API
Gateway、Application Load Balancer、AWS AppSync、Amazon Cognito のいずれかがパブリックウェ
ブサイトに対してコンテンツを提供しながら、攻撃者からのリクエストをブロックしたいときに役立ち
ます。
• 指定したリクエスト以外のすべてのリクエストをブロックする - これは、制限されたウェブサイトの
コンテンツを提供する場合に便利です。ユーザーは、ウェブサイトをウェブリクエストのプロパティ
(ウェブサイトを参照するために使用する IP アドレスなど) によって簡単に識別できるようになります。
• 条件に一致するリクエストをカウントする - カウントアクションを使用して、処理方法を変更せずに
ウェブトラフィックを追跡できます。これは、一般的なモニタリングのほか、新しいウェブリクエスト
処理ルールをテストするためにも使用できます。ウェブリクエストの新しいプロパティに基づいてリク
エストを許可またはブロックする場合は、最初に、それらのプロパティに一致するリクエストをカウン
トするように AWS WAF を設定できます。これにより、新しい許可またはブロックアクションを実装す
る前に、新しい構成設定を確認できます。
• 基準に一致するリクエストに対して CAPTCHA チェックを実行する – リクエストに対する CAPTCHA
コントロールを実装して、保護されたリソースへのボットトラフィックの削減に役立てることができま
す。
AWS WAF の使用には、いくつかの利点があります。
• 指定した基準を使用した、ウェブ攻撃に対する追加の保護。基準を定義するには、次のようなウェブリ
クエストの特性を使用します。
• リクエストの発生元の IP アドレス.
• リクエスト送信元の国。
• リクエストヘッダーの値。
• リクエストに含まれる文字列 (正規表現パターンと一致する特定の 1 つ以上の文字列)。
• リクエストの長さ。
• 悪意のある可能性がある SQL コード (SQL インジェクション) の有無。
• 悪意のある可能性があるスクリプト (クロスサイトスクリプティング) の有無。
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• 指定された基準を満たすウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントするルール。また、ルー
ルは、指定された基準を満たすだけでなく、5 分間にわたって指定された数のリクエストを超えるウェ
ブリクエストをブロックまたはカウントすることもできます。
• 複数のウェブアプリケーションで再利用できるルール.
• AWS および AWS Marketplace 販売者のマネージドルールグループ。
• リアルタイムのメトリクスとサンプリングされたウェブリクエスト.
• AWS WAF API を使用した自動管理。

AWS Shield
AWS WAF ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) を使用すると、Distributed Denial of Service
(DDoS) 攻撃の影響を最小限に抑えることができます。AWS には、DDoS 攻撃に対する保護機能をさら
に強化するために、AWS Shield Standard と AWS Shield Advanced が用意されています。AWS Shield
Standard は自動的に追加料金なしで含まれます。AWS WAF と他の AWS のサービスに対して支払い済み
の金額を超えてお支払いいただくことはありません。AWS Shield Advanced により、Amazon EC2 インス
タンス、Elastic Load Balancing ロードバランサー、CloudFront ディストリビューション、Route 53 ホス
トゾーン、および AWS Global Accelerator 標準アクセラレーターで DDoS 攻撃に対する保護が強化されま
す。AWS Shield Advanced には追加料金が発生します。
AWS Shield Standard と AWS Shield Advanced の詳細については、「AWS Shield (p. 449)」を参照して
ください。

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager は、AWS WAF、AWS Shield Advanced、Amazon VPC セキュリティグルー
プ、AWS Network Firewall、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall など、さまざまな保護のために、複
数のアカウントとリソースにおける管理とメンテナンスのタスクを簡素化します。Firewall Manager を使
用すると、保護を 1 回設定するだけで、アカウントとリソースに (追加する新しいアカウントとリソース
にも) その保護が自動的に適用されます。
Firewall Manager の詳細については、「AWS Firewall Manager (p. 352)」を参照してください。

どちらを使用すればよいですか?
AWS WAF (p. 6)、AWS Firewall Manager (p. 352)、および AWS Shield (p. 449) を組み合わせて使
用して、包括的なセキュリティソリューションを作成できます。
すべて AWS WAF で始まります。自動化してから、AWS Firewall Manager を使用して AWS WAF の管理
を簡素化できます。Shield Advanced は、Shield Response Team (SRT) の専用サポートや高度なレポート
作成機能など、AWS WAF に機能を追加しています。
リソースに追加される保護機能をより詳細に制御する場合は、AWS WAF だけにするのが適切です。アカ
ウント間で AWS WAF を使用したり、AWS WAF 設定を高速化したり、新しいリソースの保護を自動化し
たりするには、AWS WAF で Firewall Manager を使用します。
最後に、可視性の高いウェブサイトを所有している場合や、頻繁に DDoS 攻撃を受けやすい場合
は、Shield Advanced が提供する追加機能の購入を検討する必要があります。

Note
SRT のサービスを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプラ
ンをサブスクライブする必要があります。
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セットアップ
このトピックでは、AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced を使用する前の予備ス
テップ (AWS アカウント の作成など) について説明します。このアカウントや他の予備項目の設定に対し
て料金は発生しません。料金が発生するのは、実際に使用した AWS のサービスに対してのみです。
これらのステップを完了したら、「AWS WAF の開始方法 (p. 8)」を参照して AWS WAF の使用開始
を続行してください。

Note
AWS Shield Standard は AWS WAF に付属しており、追加の設定は必要ありません。詳細につい
ては、「AWS Shield の仕組み (p. 450)」を参照してください。
AWS WAF または AWS Shield Advanced を初めて使用する場合は、事前に次のタスクをすべて実行して
ください。
• ステップ 1: AWS アカウント にサインアップする (p. 3)
• ステップ 2: IAM ユーザーを作成する (p. 3)
• ステップ 3: ツールをダウンロードする (p. 5)

ステップ 1: AWS アカウント にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS WAF を含む、AWS 内のすべてのサービ
スのために、AWS アカウント が自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみ
が請求されます。
AWS アカウント が既にある場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウント をお持ちでない場
合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップするには
1.
2.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理アクセスを管理ユーザーに割り当て、ルートユーザー
アクセスを必要とするタスクを実行するには、ルートユーザーのみを使用使用します。

次のタスクで AWS アカウント 番号が必要となるので、メモしておいてください。

ステップ 2: IAM ユーザーを作成する
AWS WAF コンソールを使用するには、AWS WAF オペレーションを実行する許可を取得するためにサイ
ンインする必要があります。AWS アカウント のルート認証情報を使用できますが、これはお勧めしませ
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ん。アカウントのセキュリティと管理を強化するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使
用して次の操作を行うことをお勧めします。
• お客様の個人用またはお客様のビジネス用に IAM ユーザーアカウントを作成します。
• 管理者許可のある IAM グループに IAM ユーザーアカウントを追加するか、IAM ユーザーアカウントに
管理者許可を直接付与します。
• アカウントに、一般的な使用およびコンソールアクセスのための AWS WAF および関連サービスへのフ
ルアクセス権があることを検証します。詳細については、「AWS WAF の AWS マネージド (事前定義)
ポリシー (p. 217)」を参照してください。
その後、特別な URL と IAM ユーザーの認証情報を使用して、AWS WAF コンソール (および他のサービス
コンソール) にサインインできます。IAM ユーザーアカウントに他のユーザーを追加し、AWS のサービス
やリソースへのアクセスのレベルを制御することもできます。

Note
AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Tools for Windows PowerShell、AWS SDK、または
AWS WAF API を使用して AWS WAF にアクセスするためのアクセスキーを作成する方法につい
ては、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。
AWS にサインアップしても、自分用の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使
用して作成できます。コンソールの使用に慣れていない場合は、「AWS Management Console の使用」で
概要を参照してください。
管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
管理者を
管理する
方法を 1
つ選択し
ます

To

IAM
Identity
Center 内

短期認証情報を使用して AWS IAM Identity Center
AWS にアクセスする。 (successor to AWS Single
Sign-On) ユーザーガイドの
これはセキュリティのベ 「開始方法」の手順に従いま
ストプラクティスと一致 す。
しています。ベストプラ
クティスの詳細について
は、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM でのセキュ
リティのベストプラク
ティス」を参照してくだ
さい。

AWS Command Line Interface
ユーザーガイドの「AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

長期認証情報を使用して IAM ユーザーガイドの「最初
AWS にアクセスする。 の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

(推奨)

IAM 内
(非推奨)

By

以下の操作も可能

この新しい IAM ユーザーとしてサインインするには、まず AWS Management Console からサインアウ
トします。次の URL を使用します。ここで、your_aws_account_id はハイフンなしのお客様の AWS アカ
ウント 番号です。例えば、AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 の場合、AWS アカウント ID は
123456789012 です。
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/
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作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
「your_user_name @ your_aws_account_id」が表示されます。
サインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成しま
す。IAM ダッシュボードから [Customize] (カスタマイズ) を選択し、エイリアス (会社名など) を入力しま
す。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用します。
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

アカウントの IAM ユーザーのサインインリンクを検証するには、IAM コンソールを開き、ダッシュボード
の [IAM users sign-in link] (IAM ユーザーのサインインリンク) の下を確認します。
これらのステップを完了したら、ここで中止して、「AWS WAF の開始方法 (p. 8)」に進み、コンソー
ルを使用して AWS WAF の使用開始を続行できます。AWS WAF API を使用してプログラムで AWS WAF
にアクセスする場合は、次のステップ「ステップ 3: ツールをダウンロードする (p. 5)」に進みます。

ステップ 3: ツールをダウンロードする
AWS Management Console には AWS WAF のコンソールが含まれますが、プログラムで AWS WAF にア
クセスする場合は、次のドキュメントとツールが役立ちます。
• raw HTTP リクエストの組み立てなどの低レベルの詳細を処理せずに AWS WAF API を呼び出す場合
は、AWS SDK を使用できます。AWS SDK は、AWS WAF サービスやその他の AWS のサービスの機
能をカプセル化する関数とデータ型を提供します。AWS SDK をダウンロードするには、該当するペー
ジを参照してください。このページには、前提条件とインストール手順も含まれます。
• Java
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby
AWS SDK の完全なリストについては、「Tools for Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サービス
用のツール) を参照してください。
• AWS によって SDK が提供されていないプログラミング言語を使用する場合は、「AWS WAF API リ
ファレンス」ドキュメントに AWS WAF がサポートするオペレーションが説明されています。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) では、AWS WAF がサポートされています。AWS CLI を使用
すると、複数の AWS のサービスをコマンドラインから制御したり、スクリプトで自動化したりできま
す。詳細については、「AWS Command Line Interface」を参照してください。
• AWS Tools for Windows PowerShell では、AWS WAF がサポートされています。詳細については、
「AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference」(Cmdlet リファレンス) を参照してください。
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AWS WAF
AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP(S) リクエストをモニタリ
ングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。以下のリソースタイプを保護できます。
• Amazon CloudFront ディストリビューション
• Amazon API Gateway REST API
• Application Load Balancer
• AWS AppSync GraphQL API
• Amazon Cognito ユーザープール
AWS WAF では、コンテンツへのアクセスを制御することもできます。リクエストの発生元の IP アドレス
またはクエリ文字列の値など、指定した条件に基づいて、保護されたリソースに関連付けられたサービス
はリクエストに対し、リクエストされたコンテンツ、HTTP 403 ステータスコード (禁止)、カスタム応答
のいずれかで応答します。

Note
また、AWS WAF を使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナで
ホストされているアプリケーションを保護することもできます。Amazon ECS は、クラスター
で Docker コンテナを簡単に実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコンテナ管
理サービスです。このオプションを使用するには、AWS WAF 向けに有効化された Application
Load Balancer を使用して、サービス内のタスク間で HTTP(S) (レイヤー 7) トラフィックをルー
ティングおよび保護するように Amazon ECS を設定します。詳細については、Amazon Elastic
Container Service デベロッパーガイド の Service load balancing を参照してください。
トピック
• AWS WAF の仕組み (p. 7)
• AWS WAF の開始方法 (p. 8)
• ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) (p. 13)
• ルールグループ (p. 25)
• [Rules] (ルール) (p. 83)
• リクエストボディ、ヘッダー、cookie の検査 (p. 117)
• IP セットおよび正規表現パターンセット (p. 119)
• AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポンス (p. 124)
• ウェブリクエストのラベル (p. 130)
• AWS WAF マネージド保護 (p. 137)
• ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)
• レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレスの一覧表示 (p. 199)
• AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)
• AWS WAF と Amazon CloudFront の機能との連携 (p. 208)
• AWS WAF サービスの利用におけるセキュリティ (p. 210)
• AWS WAF のクォータ (p. 231)
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• AWS WAF Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)

AWS WAF の仕組み
AWS WAF を使用して、保護されたリソースが HTTP(S) ウェブリクエストに対してどのように応答するか
制御します。これを行うには、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) を定義し、保護する 1 つ以上の
ウェブアプリケーションリソースと関連付けます。

AWS WAF コンポーネント
AWS WAF の中心的なコンポーネントは次のとおりです。
• ウェブ ACL - ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) を使用して、一連の AWS リソースを保護しま
す。ウェブ ACL を作成し、ルールを追加してその保護戦略を定義します。ルールは、ウェブリクエスト
を検査する基準を定義し、条件に一致するリクエストに対して取る行動を指定します。また、ルールに
よってまだブロックまたは許可されていないすべてのリクエストをブロックするか、許可するかを示す
ウェブ ACL に対してデフォルトのアクションをセットします。
• ルール - 各ルールには、検査基準を定義するステートメントと、ウェブリクエストがその基準を満たす
場合に実行するアクションが含まれます。ウェブリクエストが条件を満たしている場合、それは一致と
なります。一致するリクエストをブロックしたり、許可したり、カウントしたり、CAPTCHA コント
ロールを実行したりするルールを設定できます。
• ルールグループ – ルールは個別に使用することも、再利用可能なルールグループで使用することもでき
ます。AWSマネージドルールと AWS Marketplace 販売者は、使用するマネージドルールグループを提
供します。また、独自のルールグループを定義することもできます。

AWS WAF ウェブ ACL キャパシティーユニット
(WCU)
AWS WAF は、ウェブ ACL 容量ユニット (WCU) を使用して、ルール、ルールグループ、およびウェブ
ACL の実行に必要なオペレーティングリソースを計算および制御します。AWS WAF は、ルールグルー
プとウェブ ACL を設定するときに、WCU 制限を適用します。WCU は、AWS WAF によるウェブトラ
フィックの検査方法には影響しません。
AWS WAF は、各ルールの相対コストを反映するために、各ルールタイプについて異なる方法で容量を計
算します。実行コストがほとんどない単純なルールでは、処理能力が大きい複雑なルールよりも使用され
る WCU が少なくなります。例えば、サイズ制限ルールステートメントでは、正規表現パターンセットに
照らして検査するステートメントよりも使用する WCU が少なくなります。
AWS WAF は、ルール、ルールグループ、およびウェブ ACL の容量を管理します。
• ルール容量 - AWS WAF は、ルールの作成または更新時にルール容量を計算します。ルール容量要件に
関する基本的なガイドラインについては、AWS WAF ルールステートメント (p. 85) の各種ルールス
テートメントのリストを参照してください。また、ウェブ ACL またはルールグループを作成し、個別の
ルールを追加することで、AWS WAF コンソールでさまざまなルールタイプに必要な容量を把握するこ
ともできます。ルールを追加するときに使用されたキャパシティーユニットがコンソールに表示されま
す。
• ルールグループ容量 - AWS WAF では、作成時に各ルールグループにイミュータブルな容量が割り当て
られている必要があります。これは、AWS WAF を使用して作成したマネージド規則グループおよび
ルールグループに当てはまります。ルールグループを変更する場合、それらの変更に伴うルールグルー
プの WCU を容量内に収める必要があります。これにより、ルールグループを使用しているウェブ ACL
が最大容量内に留まります。
• ウェブ ACL 容量 - ウェブ ACL の最大容量は 1,500 です。これはほとんどのユースケースに十分です。
容量を増やす必要がある場合は、AWS Support センターにお問い合わせください。
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AWS WAF で保護できるリソース
AWS WAF ウェブ ACL を使用してグローバルまたはリージョンのリソースタイプを保護できます。ウェブ
ACL を保護するリソースに関連付けることにより、これを実行できます。
Amazon CloudFront ディストリビューション
AWS WAF コンソールまたは API を使用し、AWS WAF ウェブ ACL を CloudFront ディストリビューショ
ンに関連付けることができます。ディストリビューション自体を作成または更新するとき、ウェブ ACL を
CloudFront ディストリビューションに関連付けることもできます。AWS CloudFormation で関連付けを設
定するには、CloudFront ディストリビューション設定を使用する必要があります。Amazon CloudFront の
情報については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「AWS WAF を使用してコンテンツへのアク
セスの管理」を参照してください。
AWS WAF は CloudFront ディストリビューション用にグローバルに利用できますが、ウェブ ACL とウェ
ブ ACL で使用されるリソース (ルールグループ、IP セット、正規表現パターンセットなど) を作成するに
は、リージョン米国東部 (バージニア北部) を使用する必要があります。一部のインターフェイスでは、
[Global (CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) のリージョンを選択できます。これを選択することは、米
国東部 (バージニア北部) リージョンまたは us-east-1 を選択することと同じです。
地域リソース
AWS WAF が利用可能なすべてのリージョンで地域リソースを保護できます。リストについては、アマゾ
ン ウェブ サービス全般のリファレンスの「AWS WAF エンドポイントとクォータ」を参照してください。
AWS WAF を使用して次の地域リソースタイプを保護できます。
• Amazon API Gateway REST API
• Application Load Balancer
• AWS AppSync GraphQL API
• Amazon Cognito ユーザープール
ウェブ ACL を AWS リージョン 内にある Application Load Balancer にのみ関連付けることができます。
例えば、ウェブ ACL を AWS Outposts 上にある Application Load Balancer に関連付けることはできませ
ん。
複数リソースの関連付けにおける制限
次の制限に従って、単一のウェブ ACL を 1 つ以上の AWS リソースに関連付けることができます。
• 各 AWS リソースを 1 つのウェブ ACL にのみ関連付けることができます。ウェブ ACL と AWS リソー
スの関係は 1 対多です。
• ウェブ ACL を 1 つ以上の CloudFront ディストリビューションに関連付けることができま
す。CloudFront ディストリビューションに関連付けたウェブ ACL を他の AWS リソースタイプに関連付
けることはできません。

AWS WAF の開始方法
このチュートリアルでは、AWS WAF を使用して次のタスクを実行する方法を示します。
• AWS WAF のセットアップ
• AWS WAF コンソールのウィザードを使用して、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) を作
成する。
• AWS WAF でウェブリクエストを検査する AWS リソースを選択します。このチュートリアルに
は、Amazon CloudFront のステップが記載されています。このプロセスは、Amazon API Gateway

8

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ステップ 1: AWS WAF を設定する

REST API、Application Load Balancer、AWS AppSync GraphQL API、Amazon Cognito ユーザープー
ルの場合と基本的に同じです。
• ウェブリクエストのフィルタリングに使用するルールおよびルールグループを追加します。例えば、リ
クエストの発生元の IP アドレスと、攻撃者によってのみ使用されるリクエスト内の値を指定できます。
各ルールについて、一致するウェブリクエストの処理方法を指定します。それらをブロックしたり、許
可したり、カウントしたり、それらに対して CAPTCHA チェックを挿入したりできます。ウェブ ACL
内で定義する各ルールと、ルールグループ内で定義する各ルール用に、アクションを定義します。
• ウェブ ACL のデフォルトのアクション (Block または Allow) を指定します。これは、ウェブリクエス
トがルールと一致しない場合に、AWS WAF によって実行されるアクションです。

Note
AWS では通常、このチュートリアルで作成するリソースに対して 1 日あたり 0.25 USD 以下の料
金が発生します。チュートリアルを終了したら、不要な料金が発生しないようにリソースを削除
することをお勧めします。
トピック
• ステップ 1: AWS WAF を設定する (p. 9)
• ステップ 2: ウェブ ACL を作成する (p. 9)
• ステップ 3: 文字列一致ルールを追加する (p. 10)
• ステップ 4: AWS マネージドルールルールグループを追加する (p. 11)
• ステップ 5: ウェブ ACL の設定を完了する (p. 12)
• ステップ 6: リソースをクリーンアップする (p. 12)

ステップ 1: AWS WAF を設定する
既に AWS アカウント にサインアップしていて、「セットアップ (p. 3)」に説明しているように IAM ユー
ザーを作成した場合は、「ステップ 2: ウェブ ACL を作成する (p. 9)」に進みます。
それ以外の場合は、「セットアップ (p. 3)」に進み、少なくとも最初の 2 つのステップを実行します (この
「開始方法」トピックでは、AWS WAF コンソールの使用に焦点を当てているため、ツールのダウンロー
ドのステップはスキップできます。)

ステップ 2: ウェブ ACL を作成する
AWS WAF コンソールでは、リクエストの発生元の IP アドレスやリクエスト内の値など、指定した基準に
基づいてウェブリクエストをブロックまたは許可するように、AWS WAF を設定するプロセスが案内され
ます。このステップでは、ウェブ ACL を作成します。AWS WAF ウェブ ACL の詳細については、「ウェ
ブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) (p. 13)」を参照してください。

ウェブ ACL を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS WAF ホームページから、[Create web ACL] (ウェブ ACL を作成) を選択します。

3.

[Name] (名前) で、このウェブ ACL の識別に使用する名前を入力します。

Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
4.

(オプション) 必要に応じて、[Description - optional] (説明 - オプション) に、ウェブ ACL の詳しい説明
を入力します。
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5.

[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名) で、必要に応じてデフォルト名を変更しま
す。有効な文字については、コンソールのガイダンスに従ってください。名前には、特殊文字、空白
や、「All」および「Default_Action」などの AWS WAF 用に予約されたメトリクス名を使用できませ
ん。

Note
ウェブ ACL の作成後は CloudWatch メトリクス名を変更できません。
6.
7.

[Resource type] (リソースタイプ) で、[CloudFront distributions] (CloudFront ディストリビュー
ション) を選択します。[Region] (リージョン) が、CloudFront ディストリビューションの [Global
(CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) に自動的に入力されます。
(オプション) [Associated AWS resources - optional] (関連付けられた リソース - オプション) で、[Add
AWS resources] ( リソースの追加) を選択します。ダイアログボックスで、関連付けるリソースを選
択し、[Add] (追加) を選択します。AWS WAF は [Describe web ACL and associated AWS resources]
(ウェブ ACL と関連付けられた リソースの説明) ページに戻します。

8.

[Next] を選択します。

ステップ 3: 文字列一致ルールを追加する
このステップでは、文字列一致ステートメントを使用してルールを作成し、一致リクエストの処理方法を
指定します。文字列一致ルールステートメントは、AWS WAF がリクエストで検索する文字列を識別しま
す。通常、文字列は印刷可能な ASCII 文字で構成されますが、16 進数 0x00 〜 0xFF (10 進数 0 〜 255) の
任意の文字を指定できます。検索する文字列を指定するだけでなく、ヘッダー、クエリ文字列、リクエス
トボディなど、検索するウェブリクエストコンポーネントを指定します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。
AWS WAF ルールの詳細については、「[Rules] (ルール) (p. 83)」を参照してください。

文字列一致ルールステートメントを作成するには
1.

[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループの追加) ページで、[Add rules] (ルールの追
加)、[Add my own rules and rule groups] (独自のルールとルールグループの追加)、[Rule builder] (ルー
ルビルダー)、[Rule visual editor] (ルールビジュアルエディタ) の順に選択します。

Note
コンソールには、ルールビジュアルエディタとルール JSON エディタが用意されていま
す。JSON エディタを使用すると、ウェブ ACL 間で設定を簡単にコピーできます。これは、
ネストのレベルが複数あるルールセットなど、より複雑なルールセットに必要です。
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ステップ 4: AWS マネージド
ルールルールグループを追加する
この手順では、ルールビジュアルエディタを使用します。

2.

[Name] (名前) で、このルールの識別に使用する名前を入力します。

3.

[Type] (タイプ) で、[Regular rule] (通常のルール) を選択します。

4.

[If a request] (リクエストの状態) で、[matches the statement] (ステートメントに一致) を選択しま
す。
その他のオプションは、論理ルールステートメントタイプ用です。これらを使用して、他のルールス
テートメントの結果を組み合わせたり、否定したりできます。

5.

[Statement] (ステートメント) の [Inspect] (検査) で、ドロップダウンを開き、AWS WAF で検査する
ウェブリクエストコンポーネントを選択します。この例では、[Header] (ヘッダー) を選択します。
[Header] (ヘッダー) を選択した場合は、AWS WAF で検査するヘッダーも指定します。User-Agent
と入力します。この値では大文字と小文字は区別されません。

6.

[Match type] (一致タイプ) で、指定した文字列が User-Agent ヘッダーに表示される場所を選択しま
す。
この例では、[Exactly matches string] (文字列に完全一致) を選択します。これは、AWS WAF が指定
した文字列と同じ文字列について各ウェブリクエスト内のユーザーエージェントヘッダーを検査する
ことを示します。

7.

[String to match] (照合する文字列) で、AWS WAF で検索する文字列を指定します。[String to match]
(照合する文字列) は最大 200 文字です。base64 でエンコードされた値を指定する場合、エンコード
前の長さで最大 200 文字指定できます。
この例では、MyAgent と入力します。AWS WAF は値 MyAgent のウェブリクエストの User-Agent
ヘッダーを検査します。

8.

[Text transformation] (テキスト変換) を [None] (なし) のままにします。

9.

[Action] (アクション) で、ウェブリクエストに一致したときにルールによって実行されるアクション
を選択します。この例では、[Count] (カウント) を選択し、他の選択肢はそのままにしておきます。
カウントアクションにより、ルールに一致するウェブリクエストのメトリクスが作成されますが、リ
クエストが許可またはブロックされるかどうかには影響しません。アクションの選択の詳細について
は、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」および「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの
評価 (p. 14)」を参照してください。

10. [Add rule] (ルールの追加) を選択します。

ステップ 4: AWS マネージドルールルールグループを
追加する
AWS マネージドルールは、お客様が使用するためのマネージドルールグループのセットを提供しま
す。AWS WAF のお客様には、そのほとんどが無料で提供されます。ルールグループの詳細については、
「ルールグループ (p. 25)」を参照してください。このウェブ ACL に AWS マネージドルールのルール
グループを追加します。

AWS マネージドルールのルールグループを追加するには
1.

[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループの追加) ページで、[Add rules] (ルールの追加) を
選択し、[Add managed rule groups] (マネージドルールグループの追加) を選択します。

2.

[Add managed rule groups] (マネージドルールグループの追加) ページで、[AWS managed rule
groups] (AWS マネージドルールグループ) の一覧を展開します。(AWS Marketplace 販売者に提供さ
れるリストも表示されます。販売者のサービスをサブスクライブして、AWS マネージドルールのルー
ルグループの場合と同じように使用できます。)

3.

追加するルールグループについて、次を実行します。
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4.

a.

[Action] (アクション) 列で、[Add to web ACL] (ウェブ ACL に追加) 切り替えボタンをオンにしま
す。

b.

[Edit] (編集) を選択し、ルールグループの [Rules] (ルール) リストで、[Set all rule actions to
count] (すべてのルールアクションをカウントに設定) 切り替えボタンをオンにします。これによ
り、ルールグループ内のすべてのルールのアクションがカウントのみに設定されます。これによ
り、ルールグループのルールを使用する前に、ルールグループのすべてのルールがウェブリクエ
ストでどのように動作するかを確認できます。

c.

[Save rule] (ルールを保存) を選択します。

[Add managed rule groups] (マネージドルールグループを追加) ページで、[Add rules] (ルールを追加)
を選択します。これにより、[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループを追加) ページに戻
ります。

ステップ 5: ウェブ ACL の設定を完了する
ルールとルールグループをウェブ ACL 設定に追加したら、ウェブ ACL 内のルールの優先順位を管理し、
メトリクス、タグ付け、ログ記録などの設定を行うことで完了します。

ウェブ ACL の設定を完了するには
1.

[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループの追加) ページで、[Next] (次へ) を選択します。

2.

[Set rule priority] (ルールの優先順位の設定) ページでは、ウェブ ACL 内のルールおよびルールグルー
プの処理順序を確認できます。AWS WAF は、それらをリストの最上位から処理します。処理順序
は、ルールを上下に移動することで変更できます。これを行うには、リストで 1 つを選択し、[Move
up] (上へ移動) または [Move down] (下へ移動) を選択します。ルーティングの優先度の詳細について
は、ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)をご覧ください。
[Next] を選択します。

3.
4.

[Configure metrics] (メトリクスの設定) ページの [Amazon CloudWatch metrics] (Amazon CloudWatch
メトリクス) で、ルールとルールグループ用の計画されたメトリクスと、ウェブリクエストのサンプ
リングオプションを確認できます。Amazon CloudWatch メトリクスの詳細については、「Amazon
CloudWatch によるモニタリング (p. 528)」を参照してください。サンプリングされたリクエストの
表示方法については、「ウェブリクエストのサンプルの表示 (p. 206)」を参照してください。

5.
6.

[Next] を選択します。
[Review and create web ACL] (ウェブ ACL の確認と作成) ページで、設定を確認し、[Create web
ACL] (ウェブ ACL の作成) を選択します。

ウィザードによって [Web ACL] (ウェブ ACL) ページに戻ります。このページには、新しいウェブ ACL が
一覧表示されます。

ステップ 6: リソースをクリーンアップする
これでチュートリアルは完了です。アカウントで AWS WAF の追加料金が発生しないようにするには、作
成した AWS WAF オブジェクトをクリーンアップします。あるいは、AWS WAF を使用して実際に管理す
るウェブリクエストに一致するように設定を変更することもできます。

Note
AWS では通常、このチュートリアルで作成するリソースに対して 1 日あたり 0.25 USD 以下の料
金が発生します。終了したら、不要な料金が発生しないようにリソースを削除することをお勧め
します。

AWS WAF の料金が発生するオブジェクトを削除するには
1.

[Web ACL] (ウェブ ACL) ページで、リストからウェブ ACL を選択し、[Edit] (編集) を選択します。
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2.

[Associated AWS resources] (関連付けられた AWS リソース) タブで、関連付けられたリソースごと
に、リソース名の横にあるラジオボタンを選択したら、[Disassociate] (関連付けの解除) を選択しま
す。これにより、ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けが解除されます。

3.

次の各画面で、[Web ACL] (ウェブ ACL) ページに戻るまで [Next] (次へ) を選択します。
[Web ACL] (ウェブ ACL) ページで、リストからウェブ ACL を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

ルールおよびルールステートメントは、ルールグループおよびウェブ ACL 定義の外部には存在しません。
ウェブ ACL を削除すると、ウェブ ACL で定義した個々のルールがすべて削除されます。ウェブ ACL から
ルールグループを削除する場合は、そのグループへの参照を削除するだけです。

ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL)
ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) を使用すると、保護されたリソースが応答するす
べての HTTP(S) ウェブリクエストをきめ細かく制御できます。Amazon CloudFront、Amazon API
Gateway、Application Load Balancer、AWS AppSync、Amazon Cognito リソースを保護できます。
次のような基準を使用すると、リクエストを許可またはブロックできます。
• リクエストの IP アドレスの送信元
• リクエストの送信元の国
• リクエストの一部に含まれる文字列一致または正規表現 (regex) 一致
• リクエストの特定の部分のサイズ
• 悪意のある SQL コードまたはスクリプトの検出
これらの条件の任意の組み合わせをテストすることもできます。指定された条件を満たすだけでなく、5
分間にわたって指定された数のリクエストを超えるウェブリクエストを、ブロックまたはカウントできま
す。論理演算子を使用して条件を組み合わせることができます。リクエストに対して CAPTCHA コント
ロールを実行することもできます。
AWS WAF ルールステートメントで、一致基準と一致に対して実行するアクションを指定します。ルール
ステートメントは、ウェブ ACL 内、およびウェブ ACL で使用する再利用可能なルールグループで直接定
義できます。オプションの詳細なリストについては、「AWS WAF ルールステートメント (p. 85)」およ
び「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
ウェブリクエストの検査および処理基準を指定するには、次のタスクを実行します。
1. 指定したルールのいずれにも一致しないウェブリクエストのデフォルトアクション (許可またはブロッ
ク) を選択します。詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 17)」を参照
してください。
2. ウェブ ACL で使用するルールグループを追加します。マネージドルールグループには通常、ウェ
ブリクエストをブロックするルールが含まれます。ルールグループについては、「ルールグルー
プ (p. 25)」を参照してください。
3. 1 つ以上のルールで、追加の一致基準と処理手順を指定します。複数のルールを追加するには、AND ま
たは OR ルールステートメントをまず使用し、結合するルールをそれらの下にネストします。ルールオ
プションを否定する場合は、NOT ステートメントでルールをネストします。必要に応じて、通常のルー
ルの代わりにレートベースのルールを使用して、条件を満たす単一の IP アドレスからのリクエストの
数を制限できます。ルールについては、「[Rules] (ルール) (p. 83)」を参照してください。
複数のルールをウェブ ACL に追加した場合は、ウェブ ACL にリストされた順に、AWS WAF でルールが
評価されます。詳細については、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照し
てください。
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のレスポンスの遅延を処理する方法
ウェブ ACL を作成するときに、その ACL を使用するリソースのタイプを指定します。詳細については、
「ウェブ ACL の作成 (p. 18)」を参照してください。ウェブ ACL を定義した後、その ACL をリソース
に関連付けて、リソースの保護を開始できます。詳細については、「ウェブ ACL と AWS リソースの関連
付けまたは関連付けの解除 (p. 23)」を参照してください。

AWS リソースが AWS WAF からのレスポンスの遅延
を処理する方法
AWS WAF で内部エラーが発生し、関連付けられている AWS リソースへの、リクエストを許可するかブ
ロックするかについての応答が遅延する場合があります。そのような場合は、CloudFront がリクエストを
許可するか、コンテンツを提供するのが一般的ですが、 およびリージョンレベルのサービスはリクエスト
を拒否し、コンテンツを提供しないのが一般的です。
トピック
• ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)
• ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 17)
• ウェブ ACL の使用 (p. 17)

ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価
ウェブ ACL がウェブリクエストを処理する方法は、次に応じて異なります。
• ウェブ ACL およびルールグループ内のルールの優先順位の数値設定
• ルールおよびウェブ ACL のアクション設定
• 追加したルールグループ内のルールに設定した上書き
ルールアクション設定のリストについては、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してくださ
い。
ルールアクション設定とデフォルトのウェブ ACL アクション設定で、リクエストと応答の処理をカス
タマイズできます。詳細については、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポン
ス (p. 124)」を参照してください。
トピック
• ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)
• ウェブ ACL でのルールおよびルールグループアクションの基本的な処理 (p. 15)
• ルールグループまたはそのルールのアクションの上書き (p. 16)

ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序
ウェブ ACL および任意のルールグループ内では、優先順位の数値設定を使用してルールの評価順序を決
定します。ウェブ ACL 内の各ルールには、そのウェブ ACL 内で一意の優先順位を設定する必要がありま
す。また、ルールグループ内の各ルールには、そのルールグループ内で一意の優先順位を設定する必要が
あります。

Note
ルールグループとウェブ ACL をコンソールで管理する場合、AWS WAF では、リスト内のルール
の順序に基づいて、一意の優先順位の数値設定が割り当てられます。AWS WAF では、リストの
一番上にあるルールに優先順位として最小の数値が割り当てられ、一番下のルールに優先順位と
して最大の数値が割り当てられます。
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AWS WAF で、ウェブリクエストに対して、ウェブ ACL またはルールグループを評価する場合、優先順位
の数値が最小のルールから評価が開始され、一致が検出されて評価が終了するか、すべてのルールが評価
されるまで続行されます。
例えば、ウェブ ACL に次のルールとルールグループがあり、次のように優先順位付けされているとしま
す。
• Rule1 — 優先度 0
• RuleGroupA – 優先度 100
• RuleA1 – 優先度 10,000
• RuleA2 – 優先度 20,000
• Rule2 — 優先度 200
• RuleGroupB – 優先度 300
• RuleB1 – 優先度 0
• RuleB2 – 優先度 1
AWS WAF は、このウェブ ACL のルールを次の順序で評価します。
• Rule1
• RuleGroupA RuleA1
• RuleGroupA RuleA2
• Rule2
• RuleGroupB RuleB1
• RuleGroupB RuleB2

ウェブ ACL でのルールおよびルールグループアクションの基本
的な処理
ルールとルールグループを設定する際に、一致するウェブリクエストを AWS WAF が処理する方法を選択
します。
• Allow と Block は終了アクションです - 許可とブロックアクションにより、一致するウェブリクエストに
おけるウェブ ACL のその他の処理はすべて停止されます。ウェブ ACL のルールがリクエストに一致す
るものを見つけ、ルールアクションが許可またはブロックである場合、その一致によってウェブ ACL に
対するウェブリクエストの最終的な処理が決まります。AWS WAF は、一致するルールの後に来るウェ
ブ ACL 内の他のルールを処理しません。これに該当するのは、ウェブ ACL に直接追加するルールや、
追加されたルールグループに属するルールです。ブロックアクションでは、保護されたリソースはウェ
ブリクエストを受信または処理しません。
• Count は非終了アクションです - カウントアクションのあるルールがリクエストと一致すると、AWS
WAF はリクエストをカウントして、ウェブ ACL ルールセットに従うルールの処理を続行します。一致
する唯一のルールにカウントアクションが設定されている場合、AWS WAF はウェブ ACL のデフォルト
のアクション設定を適用します。
• CAPTCHA は非終了アクションまたは終了アクションの場合があります - CAPTCHA アクションのある
ルールがリクエストと一致すると、AWS WAF はその CAPTCHA ステータスを確認します。リクエスト
に有効な CAPTCHA トークンがある場合、AWS WAF は、ウェブ ACL ルールセット内の後続のルール
の処理を続行します。リクエストに有効なトークンがない場合、AWS WAF は評価を終了し、発信者が
解かなければならない CAPTCHA チャレンジパズルを実行します。
AWS WAF がウェブリクエストに適用するアクションは、ウェブ ACL のルールの優先順位の数値設定の
影響を受けます。例えば、ウェブ ACL に、優先順位の数値が 50 の Allow アクションのルールと、優先順
位の数値が 100 の Count アクションの別のルールがあるとします。AWS WAF では、優先順位の設定が最
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小のものから順にウェブ ACL 内のルールが評価されるので、Allow ルールが Count ルールより前に評価さ
れます。両方のルールに一致するウェブリクエストがある場合、そのリクエストは先に Allow ルールに一
致します。Allow は終了アクションなので、AWS WAF では、この一致で評価が停止され、Count ルール
に対するリクエストは評価されません。Allow ルールに一致するリクエストに対しても Count ルールのカ
ウントメトリクスを取得したい場合、Count ルールには、Allow ルールより小さい優先順位の数値を設定
して、先に実行されるようにする必要があります。優先順位の設定の詳細については、「ウェブ ACL での
ルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
ウェブ ACL では、ルールグループ内のルールのアクション設定を上書きしたり、ルールグループによって
返されるアクションを上書きしたりできます。詳細については、「ルールグループまたはそのルールのア
クションの上書き (p. 16)」を参照してください。

ルールグループまたはそのルールのアクションの上書き
ウェブ ACL にルールグループを追加すると、ルールグループがウェブリクエストを管理する方法を変更
して、一致するリクエストに対してアクションを実行するのではなく、カウントするようにできます。こ
れは、ルールグループを使用する前にその動作をテストおよびモニタリングするなどのアクティビティに
有益である場合があります。この操作を行っても、ルールグループ自体は変更されません。AWS WAF が
ウェブ ACL のコンテキストでルールグループを使用する方法を変更するだけです。

ルールアクションのカウントへの設定
ルールグループ内のルールのアクションを上書きして、一部または全部のルールについてカウントに設定
できます。ルールのアクションがルールグループ内で Count 以外のものに設定されている場合、この上書
きはそのアクションを変更して、一致するリクエストのみがカウントされるようにします。
AWS WAF がこのカウント設定のルールに対してウェブリクエストを評価する場合、リクエストがルール
と一致すると、AWS WAF は一致をカウントとして処理し、ルールグループ内の後続のルールの評価を続
行します。一致するリクエストは、カウントメトリクス、ログ、およびサンプリングされたリクエストを
生成します。
このオプションを使用すると、通常のアクション設定でルールグループを実装する前に、そのルールグ
ループをテストできます。この設定をルールグループ内のすべてのルールに適用すると、AWS WAF はす
べてのルールに対してウェブリクエストを評価し、メトリクス、リクエストサンプル、およびログで見つ
かった一致を報告します。ルールグループの評価の最後に、AWS WAF はウェブ ACL に存在する残りの
ルールの評価を続行します。
このオプションを使用して、誤検出を生成しているルールグループをトラブルシューティングすることも
できます。誤検出は、ブロックすると想定していないトラフィックをルールグループがブロックするとき
に発生します。ルールグループ内で、許可することを希望しているリクエストをブロックするルールを指
定した場合は、そのルールに対するこのカウントアクションの上書きを保持して、リクエストに対するア
クションを除外できます。
テストでこれを使用する詳しい方法については、「AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)」を
参照してください。
このオプションの使用方法については、「ルールグループにおけるルールアクションのカウントへの設
定 (p. 22)」を参照してください。

結果として生じるルールグループのアクションのカウントへの上書き
ルールグループが返すアクションを上書きして、カウントに設定できます。

Note
これは、AWS WAF によるルールグループ自体の評価方法を変更しないため、ルールグループ内
のルールをテストするための適切なオプションではありません。これは、ルールグループの評価
からウェブ ACL に返される結果の AWS WAF による処理方法にのみ影響します。ルールグルー
プ内のルールをテストする場合は、前述のセクションで説明したオプション ルールアクションの
カウントへの設定 (p. 16) を使用します。
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ルールグループのアクションをカウントになるように上書きすると、AWS WAF は、ルールグループの評
価を正常に処理します。
ルールグループ内のルールが一致しない場合、またはすべての一致するルールにカウントアクションがあ
る場合、この上書きはルールグループまたはウェブ ACL の処理に影響を与えません。
ウェブリクエストに一致し、かつ、終了ルールアクションを持つルールグループの最初のルールによ
り、AWS WAF はルールグループの評価を停止し、終了アクションの結果をウェブ ACL 評価レベルに返し
ます。この時点で、ウェブ ACL 評価で、この上書きが有効になります。AWS WAF は、ルールグループ評
価の結果がカウントアクションのみになるように、終了アクションを上書きします。その後、AWS WAF
は、ウェブ ACL の残りのルールの処理を続行します。
このオプションの使用方法については、「ルールグループのアクションのカウントへの上書き (p. 22)」
を参照してください。

ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定
ウェブ ACL を作成および設定するときに、ウェブ ACL のデフォルトアクションを設定します。これによ
り、ウェブ ACL のどのルールにも一致しないウェブリクエストを AWS WAF が処理する方法が決まりま
す。デフォルトのアクションは、終了アクションである必要があります。
• [Allow] (許可) - 大部分のユーザーに対してはウェブサイトへのアクセスを許可する一方、指定した IP ア
ドレスからのリクエストまたは悪意のある SQL コードや指定した値が含まれている可能性があるリクエ
ストを行う攻撃者に対してアクセスをブロックする場合は、デフォルトアクションとして [Allow] (許可)
を選択します。その後、ブロックする特定のリクエストを識別してブロックするルールを、ウェブ ACL
に追加します。このアクションを使用すると、保護されたリソースに転送する前に、カスタムヘッダー
をリクエストに挿入できます。
• [Block] (ブロック) - 大部分の自称ユーザーに対してはウェブサイトへのアクセスを拒否する一方、指定
した IP アドレスからのリクエストや指定した値が含まれているリクエストのユーザーに対してアクセス
を許可する場合は、デフォルトアクションとして [Block] (ブロック) を選択します。その後、許可する特
定のリクエストを識別して許可するルールを、ウェブ ACL に追加します。デフォルトでは、ブロックア
クションの場合、AWS リソースは HTTP 403 (Forbidden) ステータスコードで応答しますが、応答
をカスタマイズできます。
リクエストとレスポンスをカスタマイズする方法については、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブ
リクエストとレスポンス (p. 124)」を参照してください。
独自のルールとルールグループの設定は、ほとんどのウェブリクエストを許可するかブロックするかに応
じて、一部が異なります。例えば、ほとんどのリクエストを許可する場合は、ウェブ ACL のデフォルトア
クションを [Allow] (許可) に設定し、ブロックするウェブリクエストを識別するルールを追加します。これ
には次のようなリクエストが該当します。
• リクエスト数が不当に多い IP アドレスからのリクエスト
• お客様がビジネスを行っていない国、または頻繁に攻撃元になっている国からのリクエスト
• User-agent ヘッダーに不正な値が含まれているリクエスト
• 悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエスト
マネージドルールグループは通常、ブロックアクションを使用します。マネージドルールグループの詳細
については、「マネージドルールグループ (p. 26)」を参照してください。

ウェブ ACL の使用
この項では、AWS コンソールを介してウェブ ACL の作成、管理、使用における手順を示します。
更新中の一時的な不一致
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ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。
トピック
• ウェブ ACL の作成 (p. 18)
• ウェブ ACL の編集 (p. 20)
• ウェブ ACL でのルールグループの動作の管理 (p. 21)
• ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除 (p. 23)
• ウェブ ACL の削除 (p. 24)

ウェブ ACL の作成
ウェブ ACL を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択してから、[Create web ACL] (ウェブ ACL
を作成) を選択します。

3.

[Name] (名前) で、このウェブ ACL の識別に使用する名前を入力します。

Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
4.
5.

(オプション) 必要に応じて、[Description - optional] (説明 - オプション) に、ウェブ ACL の詳しい説明
を入力します。
[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名) で、必要に応じてデフォルト名を変更しま
す。有効な文字については、コンソールのガイダンスに従ってください。名前には、特殊文字、空白
や、「All」および「Default_Action」などの AWS WAF 用に予約されたメトリクス名を使用できませ
ん。

Note
6.
7.

ウェブ ACL の作成後は CloudWatch メトリクス名を変更できません。
[Resource type] (リソースタイプ) で、このウェブ ACL に関連付ける AWS リソースのカテゴリ
を選択します。詳細については、「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解
除 (p. 23)」を参照してください。
[Region] (リージョン) でリージョン別リソースタイプを選択した場合は、AWS WAF によってウェブ
ACL が保存されるリージョンを選択します。
このオプションは、リージョン別リソースタイプの場合にのみ選択する必要があります。CloudFront
ディストリビューションの場合、グローバル (CloudFront) アプリケーションであれば、リージョンは
us-east-1 (米国東部 (バージニア北部) リージョン) にハードコードされています。
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8.

(オプション) [Associated AWS resources - optional] (関連付けられた リソース - オプション) で、[Add
AWS resources] ( リソースの追加) を選択します。ダイアログボックスで、関連付けるリソースを選
択し、[Add] (追加) を選択します。AWS WAF は [Describe web ACL and associated AWS resources]
(ウェブ ACL と関連付けられた リソースの説明) ページに戻します。

9.

[Next] を選択します。

10. (オプション) マネージドルールグループを追加する場合は、[Add rules and rule groups] (ルールとルー
ルグループの追加) ページで、[Add rules] (ルールの追加) を選択し、[Add managed rule groups] (マ
ネージドルールグループの追加) を選択します。追加するマネージドルールグループごとに次を実行
します。
a.

[Add managed rule groups] (マネージドルールグループの追加) ページで、AWS マネージドルー
ルグループまたは選択した AWS Marketplace 販売者のリストを展開します。

b.

追加するルールグループについて、[Action] (アクション) 列の [Add to web ACL] (ウェブ ACL に
追加) 切り替えボタンをオンにします。
ルールグループ内の任意のルールのアクションをカウントのみに設定する場合は、[Edit] (編集) を
選択してから、個々のルールについて [Count] (カウント) 切り替えボタンをオンにするか、[Set
all rules actions to count] (すべてのルールアクションをカウントに設定) 切り替えボタンをオンに
します。[Save rule] (ルールを保存) を選択します。このオプションについては、ルールグループ
またはそのルールのアクションの上書き (p. 16) を参照してください。

[Add rules] (ルールの追加) を選択してマネージドルールの追加を終了し、[Add rules and rule groups]
(ルールとルールグループの追加) ページに戻ります。
11. (オプション) 独自のルールグループを追加する場合は、[Add rules and rule groups] (ルールとルール
グループの追加) ページで、[Add rules] (ルールの追加) を選択し、[Add my own rules and rule groups]
(独自のルールとルールグループの追加) を選択します。追加するルールグループごとに次を実行しま
す。
a.

[Add my own rules and rule groups] (独自のルールとルールグループの追加) ページで、[Rule
group] (ルールグループ) を選択します。

b.

[Name] (名前) で、このウェブ ACL のルールグループのルールに使用する名前を入力します。

c.

リストからルールグループを選択し、[Add rule] (ルールを追加) を選択します。

12. (オプション) 独自のルールを追加する場合は、[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループ
の追加) ページで、[Add rules] (ルールの追加)、[Add my own rules and rule groups] (独自のルールと
ルールグループの追加)、[Rule builder] (ルールビルダー)、[Rule visual editor] (ルールビジュアルエ
ディタ) の順に選択します。

Note
コンソールの [Rule visual editor] (ルールビジュアルエディタ) は、1 レベルのネストをサポー
トします。例えば、単一の論理 AND または OR ステートメントを使用して、その中に 1 レ
ベルの他のステートメントをネストすることはできますが、論理ステートメントの中に論理
ステートメントをネストすることはできません。より複雑なルールステートメントを管理す
るには、[Rule JSON editor] (ルール JSON エディタ) を使用します。ルールのすべてのオプ
ションについては、「[Rules] (ルール) (p. 83)」を参照してください
この手順では、[Rule visual editor] (ルールビジュアルエディタ) について説明します。
a.

[Name] (名前) で、このルールの識別に使用する名前を入力します。

b.

必要に応じて、ルールの定義を入力します。論理 AND および OR ルールステートメントの中で
ルールを組み合わせることができます。ウィザードに、コンテキストに応じた各ルールのオプ
ションが表示されます。ルールのオプションについては、「[Rules] (ルール) (p. 83)」を参照し
てください。

c.

[Action] (アクション) で、ウェブリクエストに一致したときにルールによって実行されるアクショ
ンを選択します。選択の詳細については、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」と「ウェブ
ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照してください。
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CAPTCHA アクションを使用している場合は、このルールの必要に応じて [Immunity time] (イ
ミュニティ時間) の設定を調整します。詳細については、「CAPTCHA トークンとトークンの有
効期限 (p. 175)」を参照してください。

Note
CAPTCHA ルールアクションを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
リクエストまたはレスポンスをカスタマイズする場合は、そのオプションを選択し、カスタマイ
ズの詳細を入力します。詳細については、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエスト
とレスポンス (p. 124)」を参照してください。
一致するウェブリクエストにルールがラベルを追加するようにする場合は、そのオプションを選
択し、ラベルの詳細を入力します。詳細については、「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を
参照してください。
d.

[Add Rule] (ルールの追加) を選択します。

13. ウェブ ACL のデフォルトアクションを選択します。これは、ウェブリクエストがウェブ ACL のルー
ルと一致しない場合に、AWS WAF によって実行されるアクションです。詳細については、「ウェブ
ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 17)」を参照してください。
デフォルトのアクションをカスタマイズする場合は、そのオプションを選択し、カスタマイズの詳細
を入力します。詳細については、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポン
ス (p. 124)」を参照してください。
14. [Next] を選択します。
15. [Set rule priority] (ルールの優先順位の設定) ページで、ルールとルールグループを選択し、AWS WAF
で処理する順序に並び変えます。AWS WAF では、リストの最初から、ルールが評価されます。
ウェブ ACL を保存すると、AWS WAF では、リストされている順に、優先順位の数値設定がルー
ルに割り当てられます。詳細については、「ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順
序 (p. 14)」を参照してください。
16. [Next] を選択します。
17. [Configure metrics] (メトリクスを設定) ページで、オプションを確認し、必要な更新を適用しま
す。複数のソースからのメトリクスを組み合わせるには、それらに同じ [CloudWatch metric name]
(CloudWatch メトリクス名) を指定します。
18. [Next] を選択します。
19. [Review and create web ACL] (ウェブ ACL の確認と作成) ページで定義を確認します。エリアを変更
する場合は、エリアの [Edit] (編集) を選択します。これにより、ウェブ ACL ウィザードのページに戻
ります。変更を加えてから、[Review and create web ACL] (確認してウェブ ACL を作成する) ページ
に戻るまで、[Next] (次へ) を選択してページを進みます。
20. [Create web ACL] (ウェブ ACL の作成) を選択します。新しいウェブ ACL は、[Web ACLs] (ウェブ
ACL) ページにリストされます。

ウェブ ACL の編集
ウェブ ACL のルールを追加、削除したり、デフォルトアクションを変更したりするには、このページの手
順を使用してウェブ ACL にアクセスします。ウェブ ACL の更新中も引き続き、AWS WAF では、ウェブ
ACL に関連付けたリソースに対するカバレッジが提供されます。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックのウェブ ACL に変更をデプロイする前に、ステージング環境またはテス
ト環境でテストおよびチューニングしてトラフィックへの潜在的な影響を確認します。その後、
更新したルールを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテス
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トしてチューニングします。ガイダンスについては、「AWS WAF 保護のテストとチューニン
グ (p. 199)」を参照してください。

ウェブ ACL を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

編集するウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示され、そこで編集
できます。

Note
AWS Firewall Manager によって管理されるウェブ ACL の名前は FMManagedWebACLV2で始まります。Firewall Manager 管理者は、Firewall Manager AWS WAF ポリシーでこれ
らを管理します。これらのウェブ ACL の最初と最後には、追加して管理するルールまたは
ルールグループのいずれかの側で実行するように指定されたルールグループのセットが含
まれる場合があります。最初と最後のルールグループには、それぞれ PREFMManaged- と
POSTFMManaged- で始まる名前が付いています。これらのポリシーの詳細については、
「AWS WAF ポリシー (p. 396)」を参照してください。
4.

ウェブ ACL 定義のページ間を移動し、変更を加えます。これは、ウェブ ACL の作成 (p. 18) で
ウェブ ACL を作成するために使用する手順と似ていますが、次の例外があります。
• 作成時に設定するフィールドの中には、変更できないものがあります。例えば、ウェブ ACL の名前
を変更することはできません。また、Firewall Manager によって管理されるウェブ ACL の場合、最
初と最後のルールグループの指定を変更することはできません。
• ウェブ ACL の CAPTCHA 設定は、既存のウェブ ACL を編集する場合にのみ設定できます。この
設定は、ウェブ ACL の [Rules] (ルール) タブにあります。CAPTCHA の使用の詳細については、
「AWS WAF CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。

更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。

ウェブ ACL でのルールグループの動作の管理
このセクションでは、ウェブ ACL でルールグループを使用する方法を変更するオプションについて説明し
ます。この情報は、すべてのルールグループタイプに適用されます。ルールグループをウェブ ACL に追
加すると、ルールグループ内の個々のルールのアクションをカウントに上書きできます。また、ルールグ
ループの結果として生じるアクションがカウントになるように上書きすることもできます。これは、ルー
ルグループ内でルールがどのように評価されるかには影響しません。
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これらのオプションについては、「ルールグループまたはそのルールのアクションの上書き (p. 16)」を
参照してください。

ルールグループにおけるルールアクションのカウントへの設定
ウェブ ACL の各ルールグループについて、一部または全部のルールで、含まれているルールのアクション
をカウントに上書きできます。このように変更したルールは、ルールグループで除外されたルールとして
記述されます。メトリクスを有効にしている場合は、除外されたルールごとに COUNT メトリクスが表示さ
れます。この変更により、ルールグループ内のルールの評価方法が変更されます。

ルールグループ内でルールアクションをカウントに設定するには
1.

ルールグループをウェブ ACL に追加したら、ウェブ ACL を編集します。

2.
3.

ウェブ ACL ページの [Rules] (ルール) タブで、ルールグループを選択し、[Edit] (編集) を選択します。
ルールグループの [Rules] (ルール) セクションで、次のいずれかを実行します。
• (オプション) [Set all rule actions to count] (すべてのルールアクションをカウントに設定) 切り替え
ボタンをオンにします。

4.

• (オプション) カウントに設定する各ルールについて、[Rule action] (ルールアクション) の [Count]
(カウント) 切り替えボタンをオンにします。
[Save rule] (ルールを保存) を選択します。

次の JSON リストの例は、ルール CategoryVerifiedSearchEngine と
CategoryVerifiedSocialMedia についてルールアクションをカウントに設定するウェブ ACL 内の
ルールグループ宣言を示しています。API を介して、ルールグループをウェブ ACL に追加するときにすべ
てのルールアクションをカウントに設定するには、ここに示すように、ルールグループ参照ステートメン
ト内の ExcludedRules の指定において、すべてのルールアクションを名前でリストします。
{

}

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
}
]
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

ルールグループのアクションのカウントへの上書き
ルールグループ内のルールの設定または評価方法を変更せずに、ルールグループが返すアクションをカウ
ントに上書きできます。

ルールグループの結果として生じるアクションを上書きするには
1.

ルールグループをウェブ ACL に追加したら、ウェブ ACL を編集します。
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2.

ウェブ ACL ページの [Rules] (ルール) タブで、ルールグループを選択し、[Edit] (編集) を選択します。

3.

[Override rule group action] (ルールグループアクションを上書きする) オプションを有効にします。

4.

[Save rule] (ルールを保存) を選択します。

次の JSON リストの例は、ウェブ ACL 内のルールグループ宣言を示しています。ここでは、ルールグ
ループアクションをカウントに上書きするようにウェブ ACL が設定されています。上書き設定は太字で表
示されます。
{

}

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
}
},
"OverrideAction": {
"Count": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除
AWS WAF を使用して、ウェブ ACL とリソースの間に次の関連付けを作成できます。
• 地域のウェブ ACL を以下のリージョナルリソースのいずれかに関連付けます。このオプションでは、
ウェブ ACL はリソースと同じ地域にある必要があります。
• Amazon API Gateway REST API
• Application Load Balancer
• AWS AppSync GraphQL API
• Amazon Cognito ユーザープール
• グローバルウェブ ACL を Amazon CloudFront ディストリビューションに関連付けます。グローバル
ウェブ ACL には、米国東部 (バージニア北部) リージョンのハードコードリージョンを持ちます。
ディストリビューション自体を作成または更新するとき、ウェブ ACL を CloudFront ディストリビュー
ションに関連付けることもできます。詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の
「AWS WAF を使用したコンテンツへのアクセスの管理」を参照してください。
複数の関連付けに関する制限
次の制限に従って、1 つのウェブ ACL を 1 つ以上の AWS リソースに関連付けることができます。
• 各 AWS リソースを 1 つのウェブ ACL にのみ関連付けることができます。ウェブ ACL と AWS リソー
スの関係は 1 対多です。
• ウェブ ACL を 1 つ以上の CloudFront ディストリビューションに関連付けることができま
す。CloudFront ディストリビューションに関連付けたウェブ ACL を他の AWS リソースタイプに関連付
けることはできません。
追加の制限
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ウェブ ACL の関連付けについて、次の追加制限が適用されます。
• ウェブ ACL は、AWS リージョン 内の Application Load Balancer にのみ関連付けることができます。
例えば、ウェブ ACL を AWS Outposts にある Application Load Balancer に関連付けることはできませ
ん。
• Amazon Cognito ユーザープールを、AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) マネージ
ドルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet を使用するウェブ ACL に関連付けることはできま
せん。アカウント乗っ取り防止の情報については、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止
(ATP) (p. 151)」を参照してください。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックにウェブ ACL をデプロイする前に、トラフィックへの潜在的な影響に慣れ
るまで、ステージング環境またはテスト環境でテストおよびチューニングします。その後、ルー
ルを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテストしてチューニ
ングします。ガイダンスについては、「AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)」を参
照してください。

ウェブ ACL を AWS リソースに関連付けるには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

リソースに関連付けるウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示さ
れ、そこで編集できます。

4.

[Associated AWS resources] (関連付けられた AWS リソース) タブで [Add AWS resources] (AWSリ
ソースの追加) を選択します。

5.

プロンプトが表示されたら、リソースの種類を選択し、関連付けるリソースの横にあるラジオボタン
を選択してから、[Add] (追加) を選択します。

AWS リソースからウェブ ACL の関連付けを解除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

リソースとの関連付けを解除するウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明
が表示され、そこで編集できます。

4.

[Associated AWS resources] (関連付けられた AWS リソース) タブで、このウェブ ACL の関連付けを
解除するリソースを選択したら、[Disassociate] (関連付けの解除) を選択します。コンソールに確認ダ
イアログが表示されます。選択を決定してウェブ ACL を AWS リソースから関連付け解除します。

ウェブ ACL の削除
ウェブ ACL を削除するには、最初にすべての AWS リソースをウェブ ACL から分離します。次の手順を
実行します。

ウェブ ACL を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。
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3.

削除するウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示され、そこで編集
できます。

4.

[Associated AWS resources] (関連付けられた AWS リソース) タブで、関連付けられたリソースごと
に、リソース名の横にあるラジオボタンを選択したら、[Disassociate] (関連付けの解除) を選択しま
す。これにより、ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けが解除されます。

5.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

6.

削除するウェブ ACL の横にあるラジオボタンを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

ルールグループ
ルールグループは、ウェブ ACL に追加できる再利用可能なルールのセットです。ウェブ ACL の詳細につ
いては、「ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) (p. 13)」を参照してください。
ルールグループは、主に次のカテゴリに分類されます。
• マネージドルールグループ。これらは、AWS マネージドルールと AWS Marketplace 販売者がユーザー
に代わって作成して管理します。
• 独自のルールグループ。これらは、ユーザーが作成して管理します。
• AWS Firewall Manager や Shield Advanced などの他のサービスによって所有および管理されるルールグ
ループ。
ルールグループとウェブ ACL の相違点
ルールグループとウェブ ACL には、どちらもルールが含まれています。ルールは、両方の場所で同じ方法
で定義されます。ルールグループは、次の点でウェブ ACL と異なります。
• ルールグループには、ルールグループ参照ステートメントを含めることはできません。
• 各ウェブ ACL にルールグループリファレンスステートメントを追加することで、複数のウェブ ACL で
1 つのルールグループを再利用できます。ウェブ ACL を再利用することはできません。
• ルールグループにはデフォルトのアクションがありません。ウェブ ACL では、含めるルールまたはルー
ルグループごとにデフォルトのアクションを設定します。ルールグループまたはウェブ ACL 内の個々の
ルールには、アクションが定義されています。
• ルールグループを AWS リソースに直接関連付けることはありません。ルールグループを使用してリ
ソースを保護するには、ウェブ ACL でルールグループを使用します。
• ウェブ ACL には、1,500 ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU) のシステム定義の最大容量があり
ます。各ルールグループには、作成時に設定する必要がある WCU 設定があります。この設定を使用し
て、ルールグループを使用してウェブ ACL に追加される追加の容量要件を計算できます。WCU の詳細
については、「AWS WAF ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU) (p. 7)」を参照してくださ
い。
ルールについては、「[Rules] (ルール) (p. 83)」を参照してください。
このセクションでは、独自のルールグループを作成および管理するためのガイダンス、使用できるマネー
ジドルールグループの説明、マネージドルールグループの使用に関するガイダンスを提供します。
トピック
• マネージドルールグループ (p. 26)
• 独自のルールグループの管理 (p. 80)
• 他のサービスによって提供されるルールグループ (p. 82)
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マネージドルールグループ
マネージドルールグループは、事前定義されたすぐに使用できるルールのコレクションで、AWS および
AWS Marketplace 販売者が記述して管理します。
• AWS マネージドルールのルールグループは、ほとんどの場合、AWS WAF のお客様に無料でご利用いた
だけます。AWS WAF Bot Control および AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) ルー
ルグループには追加料金がかかります。詳細については、AWS WAF 料金を参照してください。
• AWS Marketplace マネージドルールグループは、AWS Marketplace を通じてサブスクリプションでご利
用いただけます。これらの各ルールグループは、AWS Marketplace 販売者によって所有および管理され
ます。
一部のマネージドルールグループは、WordPress、Joomla、PHP などの特定のタイプのウェブアプリケー
ションを保護するために設計されています。「OWASP Top 10」にリストされているものを含め、既知の
脅威や一般的なウェブアプリケーションの脆弱性に対する幅広い保護を提供するものもあります。PCI や
HIPAA などの規制の遵守が必要な場合は、マネージドルールグループを使用してウェブアプリケーション
ファイアウォールの要件を満たすことができます。
自動更新
絶えず変化する脅威の状況に遅れずについていくには、時間とコストがかかることがあります。マネージ
ドルールグループを使用すると、AWS WAF を実装して使用する際の時間を節約できます。多くの AWS
および AWS Marketplace 販売者は、マネージドルールグループを自動的に更新し、新たな脆弱性や脅威が
発生したときに新しいバージョンのルールグループを提供します。
場合によっては、AWS は、多くの非公開の開示コミュニティに参加しているため、公開前に新しい脆弱性
が通知されます。そのような場合、AWS は、新しい脅威が広く知られるようになる前であっても、AWS
マネージドルールのルールグループを更新してデプロイできます。
マネージドルールグループのルールへの制限付きアクセス
各マネージドルールグループには、どのようなタイプの攻撃や脆弱性に対して保護するように設計されて
いるかが包括的に定義されています。ルールグループプロバイダーの知的財産を保護するために、ルー
ルグループ内の個々のルールのすべての詳細を表示することはできません。この制限は、悪意のあるユー
ザーが公開されたルールを特に回避する脅威を設計するのを防ぐのにも役立ちます。
トピック
• マネージドルールグループを使用したバージョン管理 (p. 26)
• マネージドルールグループの使用 (p. 28)
• AWS WAF の AWS マネージドルール (p. 35)
• AWS Marketplace マネージドルールグループ (p. 78)

マネージドルールグループを使用したバージョン管理
多くのマネージドルールグループプロバイダーは、ルールグループの新しいバージョンでルールグループ
のオプションと機能を更新します。通常、マネージドルールグループの特定のバージョンは静的です。場
合によっては、例えば新しいセキュリティの脅威に対応するために、プロバイダーがマネージドルールグ
ループの既存のバージョンの一部または全部を更新する必要がある場合があります。
ウェブ ACL にマネージドルールグループを追加するときに、ルールグループがバージョニングをサポート
している場合は、使用するバージョンをプロバイダーに管理させるか、バージョン設定を自ら管理するか
を選択できます。
必要なバージョンが見つかりませんか?
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ルールグループのバージョン一覧にバージョンが表示されない場合は、そのバージョンの有効期限の失効
が予定されているか、すでに期限切れになっている可能性があります。バージョンの有効期限が予定され
た後は、AWS WAF はルールグループで選択できなくなります。
AWS マネージドルールのルールグループのバージョニングと SNS 通知
AWS マネージドルールのルールグループはすべて、IP レピュテーション、Bot Control、アカウント乗っ
取り防止のルールグループを除いて、バージョニングと SNS 更新通知を提供します。
通知を提供する AWS マネージドルールのルールグループはすべて、同じ SNS トピック Amazon リソー
スネーム (ARN) を使用します。
トピック
• マネージドルールグループのバージョンライフサイクル (p. 27)
• マネージドルールグループのバージョン処理に関するベストプラクティス (p. 27)

マネージドルールグループのバージョンライフサイクル
プロバイダーは、マネージドルールグループの静的バージョンの次のライフサイクルステージを処理しま
す。
• リリースとアップデート – マネージドルールグループのプロバイダーは、Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) トピックに対する通知を通じて、マネージドルールグループの今後のバージョ
ンと新しい静的バージョンを知らせます。また、プロバイダーは、緊急時の必須の更新など、ルールグ
ループに関するその他の重要な情報を伝達するためにトピックを使用する場合もあります。
ルールグループのトピックをサブスクライブし、通知の受信方法を設定できます。詳細については、
「新しいバージョンとアップデートの通知を受け取る (p. 32)」を参照してください。
• 有効期限のスケジュール – マネージドルールグループのプロバイダーは、古いバージョンのルールグ
ループの有効期限をスケジュールします。失効予定のバージョンは、ウェブ ACL ルールに追加できませ
ん。バージョンの有効期限がスケジュールされた後、AWS WAF は、Amazon CloudWatch のカウント
ダウンメトリクスで有効期限を追跡します。
CloudWatch のメトリクスにアラームを設定し、使用しているバージョンの有効期限を追跡できます。
これにより、カウントダウンが完了する前に新しいバージョンをテストし、期限切れが近いバージョン
から移行する時間を確保できます。詳細については、「バージョンの有効期限の追跡 (p. 33)」を参照
してください。
• バージョンの有効期限 – バージョンの有効期限が切れると、ルールグループのプロバイダーは、有効期
限切れのバージョンを引き続き使用しているウェブ ACL の有効期限を管理する方法を決定します。
• AWS マネージドルールルールグループの場合、AWS WAF は、有効期限切れのバージョンを使用して
いるウェブ ACL を、ルールグループのデフォルトバージョンに移動します。
• AWS Marketplace ルールグループの場合、プロバイダーは有効期限の処理方法を決定します。詳細に
ついては、マネージドルールグループプロバイダーに問い合わせてください。

マネージドルールグループのバージョン処理に関するベストプラクティス
マネージドルールグループを使用する場合は、このバージョニングのベストプラクティスガイダンスに従
います。
ウェブ ACL でマネージドルールグループを使用する場合は、ルールグループの特定の静的バージョンを使
用するか、デフォルトバージョンを使用するように選択できます。
• デフォルトバージョン – AWS WAF は、常にデフォルトバージョンをプロバイダーが現在推奨してい
る静的バージョンに設定します。推奨される静的バージョンをプロバイダーが更新すると、AWS WAF
は、ウェブ ACL のルールグループのデフォルトバージョンの設定を自動的に更新します。
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マネージドルールグループのデフォルトバージョンを使用する場合は、ベストプラクティスとして次の
手順を実行します。
• 通知をサブスクライブする – ルールグループへの変更に関する通知をサブスクライブし、それらを
監視します。ほとんどのプロバイダーは、新しい静的バージョンとデフォルトバージョンの変更につ
いて事前通知を送信します。これにより、デフォルトのバージョン設定が移行する前に、新しい静的
バージョンの影響を確認できます。詳細については、「新しいバージョンとアップデートの通知を受
け取る (p. 32)」を参照してください。
• デフォルトを新しい静的バージョンに設定する前に、その影響を確認し、必要に応じて調整する – デ
フォルトを新しい静的バージョンに設定する前に、ウェブリクエストのモニタリングと管理に対する
静的バージョンの影響を確認します。新しい静的バージョンには、確認する新しいルールが含まれて
いる可能性があります。ルールグループの使用方法を変更する必要がある場合に備えて、誤検出やそ
の他の予期しない動作を見つけます。例えば、新しい動作の処理方法を把握しながら、トラフィック
をブロックしないようにするために、ルールをカウントに設定できます。詳細については、「AWS
WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)」を参照してください。
• 静的バージョン – 静的バージョンを使用する場合は、ルールグループの新しいバージョンを採用する準
備ができたら、バージョン設定を手動で更新する必要があります。
マネージドルールグループの静的バージョンを使用する場合は、ベストプラクティスとして次の手順を
実行します。
• バージョンを最新の状態に保つ – マネージドルールグループを可能な限り最新バージョンに近いもの
にします。新しいバージョンがリリースされたら、それをテストし、必要に応じて設定を調整し、適
時に実装してください。テストについては、「AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)」を
参照してください。
• 通知をサブスクライブする – ルールグループに対する変更に関する通知をサブスクライブして、プロ
バイダーが新しい静的バージョンをいつリリースするかを把握します。ほとんどのプロバイダーは、
バージョン変更に関する事前の通知を提供します。さらに、セキュリティホールをふさぐため、また
はその他の緊急の理由で、使用している静的バージョンをプロバイダーが更新する必要がある場合が
あります。プロバイダーの通知をサブスクライブすると、状況について知ることができます。詳細に
ついては、「新しいバージョンとアップデートの通知を受け取る (p. 32)」を参照してください。
• [Avoid version expiration] (バージョンの有効期限切れを回避する) - これ使用している間は、静的バー
ジョンの有効期限が切れないようにします。期限切れのバージョンのプロバイダーによる処理はさま
ざまであり、使用可能なバージョンへのアップグレードの強制や、予期しない結果をもたらす可能性
のあるその他の変更が含まれる場合があります。AWS WAF 有効期限メトリクスを追跡し、サポート
されているバージョンに正常にアップグレードするのに十分な日数をもってアラームが送信されるよ
う設定します。詳細については、「バージョンの有効期限の追跡 (p. 33)」を参照してください。

マネージドルールグループの使用
このセクションでは、マネージドルールグループにアクセスして管理するためのガイダンスを提供しま
す。
マネージドルールグループをウェブ ACL に追加すると、独自のルールグループと同じ設定オプションに加
えて、追加設定を選択できます。
コンソールで、ウェブ ACL でルールを追加および編集するプロセス中に、マネージドルールグループの情
報にアクセスします。API とコマンドラインインターフェイス (CLI) を通じて、マネージドルールグルー
プの情報を直接リクエストできます。
ウェブ ACL でマネージドルールグループを使用する場合、次の設定を編集できます。
• [Version] (バージョン) – これは、ルールグループがバージョン管理されている場合にのみ使用できま
す。詳細については、「マネージドルールグループを使用したバージョン管理 (p. 26)」を参照してく
ださい。
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• ルールアクションを Count に設定 - ルールグループ内のルール用のアクションを Count にセットできま
す。これは、ルールグループを使用してウェブリクエストを管理する前にそのルールグループをテスト
する場合に有益です。詳細については、「ルールアクションのカウントへの設定 (p. 16)」を参照して
ください。
• [Scope-down statement] (スコープダウンステートメント) – スコープダウンステートメントを追加し
て、ルールグループで評価したくないウェブリクエストを除外できます。詳細については、「スコープ
ダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
• [Override rule group action] (ルールグループアクションを上書き) – ルールグループ評価の結果として生
じるアクションを上書きして、Count のみに設定できます。このオプションは、一般的に使用されませ
ん。AWS WAF によるルールグループ内のルールの評価方法は変更されません。詳細については、「結
果として生じるルールグループのアクションのカウントへの上書き (p. 16)」を参照してください。

ウェブ ACL でマネージドルールグループの設定を編集するには
• コンソール
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する場合、[Edit] (編集) を選択して、設
定を表示および編集できます。
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加したら、[Web ACLs] (ウェブ ACL) ペー
ジから、作成したばかりのウェブ ACL を選択します。これにより、ウェブ ACL 編集ページが表示さ
れます。
• [Rules] (ルール) を選択します。
• ルールグループを選択し、[Edit] (編集) を選択して、設定を表示および編集します。
• API および CLI - コンソールの外部でウェブ ACL を作成および更新するときに、マネージドルールグ
ループの設定を管理できます。

マネージドルールグループのリストの取得
ウェブ ACL で使用できるマネージドルールグループは次のとおりです。
• すべての AWS マネージドルールルールグループ。
• サブスクライブしている AWS Marketplace ルールグループ。

Note
AWS Marketplace ルールグループのサブスクライブについては、「AWS Marketplace マネージ
ドルールグループ (p. 78)」を参照してください。
マネージドルールグループのリストを取得すると、返されるリストは、使用しているインターフェイスに
よって異なります。
• コンソール – コンソールを介して、まだサブスクライブしていない AWS Marketplace ルールグループを
含む、すべてのマネージドルールグループを表示できます。まだサブスクライブしていないものについ
ては、インターフェイスにサブスクライブするためのリンクが用意されています。
• API および CLI - コンソールの外部では、リクエストは使用可能なルールグループのみを返します。

マネージドルールグループのリストを取得するには
• コンソール - ウェブ ACL の作成プロセス 中に、[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループの
追加) ページで [Add managed rule groups] (マネージドルールグループの追加) を選択します。最上位レ
ベルには、プロバイダー名が一覧表示されます。各プロバイダーリストを展開して、マネージドルール
グループのリストを表示します。バージョン対応ルールグループでは、このレベルで表示される情報は
デフォルトバージョンの情報です。マネージドルールグループをウェブ ACL に追加すると、コンソール
に命名スキーム <Vendor Name>-<Managed Rule Group Name> に基づいて一覧表示されます。
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• API –
• ListAvailableManagedRuleGroups
• CLI –
• aws wafv2 list-available-managed-rule-groups --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL>

マネージドルールグループのルールの取得
マネージドルールグループ内のルールのリストを取得できます。API コールおよび CLI コールは、JSON
モデルまたは AWS CloudFormation を通じて参照できるルールの指定を返します。

マネージドルールグループ内のルールの一覧を取得するには
• コンソール
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する場合、[Edit] (編集) を選択してルー
ルを表示できます。
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加したら、[Web ACLs] (ウェブ ACL) ペー
ジから、作成したばかりのウェブ ACL を選択します。これにより、ウェブ ACL 編集ページが表示さ
れます。
• [Rules] (ルール) を選択します。
• ルールリストを表示するルールグループを選択し、[Edit] (編集) を選択します。AWS WAF に、ルー
ルグループ内のルールのリストを示します。
• API – DescribeManagedRuleGroup
• CLI – aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> -vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

マネージドルールグループで使用可能なバージョンの取得
マネージドルールグループの利用可能なバージョンは、まだ期限切れになる予定がないバージョンです。
このリストは、ルールグループの現在のデフォルトバージョンであるバージョンを示します。

マネージドルールグループの使用可能なバージョンのリストを取得するには
• コンソール
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する場合は、[Edit] (編集) を選択して、
ルールグループの情報を表示します。[Version] (バージョン) ドロップダウンを展開して、使用可能な
バージョンのリストを表示します。
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACLに追加したら、ウェブ ACL で [Edit] (編集) を選
択し、ルールグループルールを選択して編集します。[Version] (バージョン) ドロップダウンを展開し
て、使用可能なバージョンのリストを表示します。
• API –
• ListAvailableManagedRuleGroupVersions
• CLI –
• aws wafv2 list-available-managed-rule-group-versions --scope=<CLOUDFRONT|
REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

コンソールを通じたウェブ ACL へのマネージドルールグループの追加
このガイダンスは、すべての AWS マネージドルールルールグループと、サブスクライブしている AWS
Marketplace ルールグループに適用されます。
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本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックのウェブ ACL に変更をデプロイする前に、ステージング環境またはテス
ト環境でテストおよびチューニングしてトラフィックへの潜在的な影響を確認します。その後、
更新したルールを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテス
トしてチューニングします。ガイダンスについては、「AWS WAF 保護のテストとチューニン
グ (p. 199)」を参照してください。

コンソールでウェブ ACL にマネージドルールグループを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

[Web ACLs] (ウェブ ACL) ページで、ウェブ ACL のリストから、ルールグループを追加するウェブ
ACL を選択します。これにより、単一のウェブ ACL のページが表示されます。

4.

ウェブ ACL ページで、[Rules] (ルール) タブを選択します。

5.

[Rules] (ルール) ペインで、[Add rules] (ルールを追加) を選択してから、[Add managed rule groups]
(マネージドルールグループを追加) を選択します。

6.

[Add managed rule groups] (マネージドルールグループを追加) ページで、ルールグループのベンダー
の選択を展開して、使用可能なルールグループのリストを表示します。

7.

追加するルールグループごとに、[Add to web ACL] (ウェブ ACL に追加) を選択します。ルールグルー
プのウェブ ACL の設定を変更する場合は、[Edit] (編集) を選択し、変更を加えてから、[Save rule]
(ルールを保存) を選択します。オプションの詳細については、マネージドルールグループを使用した
バージョン管理 (p. 26) のバージョニングに関するガイダンス、および マネージドルールグループ
ステートメント (p. 94) のウェブ ACL でのマネージドルールグループの使用に関するガイダンスを
参照してください。

8.

[Add managed rule groups] (マネージドルールグループを追加) ページの下部で、[Add rules] (ルール
を追加) を選択します。

9.

[Set rule priority] (ルールの優先度を設定) ページで、必要に応じてルールが実行される順序を調整
し、[Save] (保存) を選択します。詳細については、「ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの
処理順序 (p. 14)」を参照してください。

ウェブ ACL のページで、追加したマネージドルールグループが [Rules] (ルール) タブに一覧表示されま
す。
本番トラフィックに使用する前に、AWS WAF 保護に対する変更をテストして調整します。詳細について
は、AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199) を参照してください。
更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。
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マネージドルールグループに対する新しいバージョンと更新の通知を受け取る
マネージドルールグループプロバイダーは、SNS 通知を使用して、今後の新しいバージョンや緊急のセ
キュリティアップデートなどのルールグループの変更を知らせます。
SNS 通知をサブスクライブするには
ルールグループの通知をサブスクライブするには、米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 の
ルールグループの Amazon SNS トピック ARN の Amazon SNS サブスクリプションを作成します。
サブスクライブする方法については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」を参照
してください。

Note
SNS トピックのサブスクリプションを、us-east-1 リージョンでのみ作成します。

マネージドルールグループの Amazon SNS トピック ARN を確認できる場所
AWS マネージドルールルールグループは単一の SNS トピック ARN を使用するため、ルールグループ
の 1 つからトピック ARN を取得してサブスクライブし、SNS 通知を提供するすべての AWS マネージド
ルールのルールグループの通知を取得できます。
• コンソール
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する場合は、[Edit] (編集) を選択して、
ルールグループの Amazon SNS トピック ARN を含むルールグループの情報を表示します。
• (オプション) マネージドルールグループをウェブ ACL に追加したら、ウェブ ACL で [Edit] (編集) を
選択し、ルールグループのルールを選択して編集し、ルールグループの Amazon SNS トピック ARN
を表示します。
• API – DescribeManagedRuleGroup
• CLI – aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> -vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>
AWS マネージドルールのルールグループのバージョニングと SNS 通知
AWS マネージドルールのルールグループはすべて、IP レピュテーション、Bot Control、アカウント乗っ
取り防止のルールグループを除いて、バージョニングと SNS 更新通知を提供します。
通知を提供する AWS マネージドルールのルールグループはすべて、同じ SNS トピック Amazon リソー
スネーム (ARN) を使用します。
保護に影響するデプロイ (デフォルトバージョンへの変更など) の場合、AWS は SNS 通知を提供して、
計画されたデプロイについて通知し、デプロイが開始されるタイミングを知らせます。保護に影響しな
いデプロイ (リリース候補や静的バージョンのデプロイなど) の場合、AWS は、デプロイが開始された
後や完了した後でも通知を行う場合があります。新しい静的バージョンのデプロイが完了すると、AWS
は、AWS マネージドルール変更ログ (p. 69) の変更ログと ドキュメント履歴 (p. 553) のドキュメン
ト履歴ページで、このガイドを更新します。デプロイの各タイプで提供される通知の詳細については、
「バージョニングされた AWS マネージドルールのルールグループのデプロイ (p. 62)」を参照してく
ださい。
AWS が AWS マネージドルールのルールグループについて提供するすべての更新を受け取るには、このガ
イドの任意の HTML ページから RSS フィードをサブスクライブし、AWS マネージドルールのルールグ
ループの SNS トピックをサブスクライブします。
Amazon SNS 通知のフィールドには、常に Subject、Message、および MessageAttributes が含ま
れます。追加のフィールドは、メッセージのタイプと通知対象のマネージドルールグループによって異な
ります。AWSManagedRulesCommonRuleSet の通知リストの例を次に示します。
{

"Type": "Notification",
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"MessageId": "4286b830-a463-5e61-bd15-e1ae72303868",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic",
"Subject": "New version available for rule group AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"Message": "Welcome to AWSManagedRulesCommonRuleSet version 1.5! We've updated
the regex specification in this version to improve protection coverage, adding
protections against insecure deserialization. For details about this change, see http://
updatedPublicDocs.html. Look for more exciting updates in the future! ",
"Timestamp": "2021-08-24T11:12:19.810Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "EXAMPLEHXgJm...",
"SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServicef3ecfb7224c7233fe7bb5f59f96de52f.pem",
"SubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:uswest-2:123456789012:MyTopic&Token=2336412f37...",
"MessageAttributes": {
"major_version": {
"Type": "String",
"Value": "v1"
},
"managed_rule_group": {
"Type": "String",
"Value": "AWSManagedRulesCommonRuleSet"
}
}
}

Amazon SNS 通知形式に関する一般的な情報と、受信する通知をフィルタリングする方法について
は、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「メッセージ形式を解析する」と
「Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシー」を参照してください。

ルールグループのバージョンの有効期限の追跡
ルールグループの特定のバージョンを使用する場合は、有効期限切れのバージョンを使用し続けないよう
にしてください。

Tip
Amazon SNS を通じてマネージドルールグループの今後の変更を追跡すると、新しいバージョ
ンと推奨バージョンに関する通知が届きます。定期的にテストして新しいバージョンに移行する
と、古いバージョンに対する有効期限切れアクティビティよりも先回りできます。また、ルール
グループから最新かつ最良の保護機能を利用できます。通知については、「新しいバージョンと
アップデートの通知を受け取る (p. 32)」を参照してください。
使用しているバージョンの有効期限が切れている場合、AWS WAF は、そのルールグループを使用してい
るウェブ ACL に対する変更をブロックします。ブロックは、ルールグループを使用可能なバージョンに更
新するか、ウェブ ACL から削除するまで残ります。
マネージドルールグループの有効期限の処理は、ルールグループプロバイダーによって異なります。AWS
マネージドルールのルールグループの場合、バージョンはルールグループのデフォルトバージョンに自動
的に変更されます。AWS Marketplace ルールグループの場合、プロバイダーに有効期限切れの対応方法を
尋ねてください。
マネージドルールグループの有効期限切れのスケジュールをモニタリングするには、AWS WAF から
Amazon CloudWatch の有効期限メトリクスを追跡します。
• メトリクス名: DaysToExpiry
• メトリクスのディメンション: Region、ManagedRuleGroup、Vendor、および Version
Amazon CloudWatch でマネージドルールグループのメトリクスを特定し、新しいバージョンのルールグ
ループに切り替えるよう適時に通知するアラームを設定します。Amazon CloudWatch メトリクスの使用
とアラームの設定については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。
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プロバイダーは、ルールグループの新しいバージョンを作成するときに、バージョンの予測される有効期
間を設定します。このバージョンは有効期限が切れるようにスケジュールされていませんが、メトリクス
値は予測されたライフタイムに設定されており、CloudWatch ではメトリクスのフラット値が表示されま
す。プロバイダーがメトリクスの有効期限をスケジュールすると、メトリクス値は有効期限の到来時にゼ
ロになるまで、毎日減少します。
トラフィックを評価するウェブ ACL にマネージドルールグループがある場合、そのメトリクスが取得され
ます。このメトリクスは、未使用のルールグループでは使用できません。

JSON および YAML でのマネージドルールグループ設定の例
API と CLI の呼び出しは、JSON モデルまたは AWS CloudFormation を介して参照できるマネージドルー
ルグループ内のすべてのルールのリストを返します。
JSON
JSON を使用して、ルールステートメント内でマネージドルールグループを参照および
変更できます。次のリストは、JSON 形式の AWS マネージドルールのルールグループ
AWSManagedRulesCommonRuleSet を示しています。ExcludedRules の指定は、アクションがカウン
トのみに上書きされるルールをリストします。
{

}

"Name": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"Priority": 0,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "NoUserAgent_HEADER"
}
]
}
},
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet"
}

YAML
AWS CloudFormation YAML テンプレートを使用して、ルールステートメント内のマネージドルールグ
ループを参照および変更できます。次のリストは、AWS CloudFormation テンプレート内の AWS マネー
ジドルールのルールグループ AWSManagedRulesCommonRuleSet を示しています。ExcludedRules の
指定は、アクションがカウントのみに上書きされるルールをリストします。
Description: WebACL With AMR
Resources:
WebACLWithAMR:
Type: AWS::WAFv2::WebACL
Properties:
Name: WebACLWithAMR
Scope: REGIONAL
Description: This is a demo
DefaultAction:
Block: {}
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VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: MetricForWebACLWithAMR
Tags:
- Key: sampleapple
Value: sampleorange
Rules:
- Name: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
Priority: 0
OverrideAction:
None: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: MetricForAMRCRS
Statement:
ManagedRuleGroupStatement:
VendorName: AWS
Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet
ExcludedRules:
- Name: NoUserAgent_HEADER

AWS WAF の AWS マネージドルール
AWS WAF の AWS マネージドルールは、独自のルールを記述することなく、一般的なアプリケーション
の脆弱性やその他の望ましくないトラフィックから保護するマネージドサービスです。ウェブ ACL のキャ
パシティーユニット (WCU) に許可される上限まで、ウェブ ACL ごとに複数のルールグループを AWS マ
ネージドルールから選択できます。マネージドルールに一致するリクエストをカウント (モニタリング) す
るか、ブロックするかを選択できます。
誤検出の軽減とルールグループの変更のテスト
ベストプラクティスとして、本番稼働環境でルールグループを使用する前に、AWS WAF 保護のテストと
チューニング (p. 199) にあるガイダンスに従って、非本番稼働環境でテストします。ウェブ ACL にルー
ルグループを追加する場合、新しいバージョンのルールグループをテストする場合、およびルールグルー
プが必要に応じてウェブトラフィックを処理していないときは、テストとチューニングのガイダンスに
従ってください。

AWS マネージドルールのルールグループのリスト
このセクションでは、AWS マネージドルールのルールグループの最新バージョンについて説明します。
これらの情報は、ウェブ ACL にマネージドルールグループを追加するときにコンソールに表示されま
す。API を介して、ListAvailableManagedRuleGroups を呼び出すことによって、サブスクライブし
ている AWS Marketplace マネージドルールグループとともにこのリストを取得できます。

Note
AWS マネージドルールのルールグループのバージョンの取得については、「マネージドルールグ
ループで使用可能なバージョンの取得 (p. 30)」を参照してください。
すべての AWS マネージドルールのルールグループはラベル付けをサポートしており、このセクショ
ンのルールリストにはラベルの指定が含まれています。DescribeManagedRuleGroup を呼び出す
ことにより、API を介してマネージドルールグループのラベルを取得できます。ラベルは、応答の
AvailableLabels プロパティにリストされています。ラベル付けの詳細については、「ウェブリクエス
トのラベル (p. 130)」を参照してください。
AWS マネージドルールのルールグループルール向けに公開する情報は、悪意のある人物がルールを回避
するために使用する可能性のある情報を提供するのではなく、ルールを使用するための十分な情報を提
供することを目的としています。このドキュメントに記載されている以上の情報が必要な場合は、AWS
Support センター にお問い合わせください。
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本番トラフィックに使用する前に、AWS WAF 保護に対する変更をテストして調整します。詳細について
は、AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199) を参照してください。
AWS マネージドルールのルールグループ
• ベースラインルールグループ (p. 36)
• コアルールセット (CRS) マネージドルールグループ (p. 36)
• 管理者保護マネージドルールグループ (p. 42)
• 既知の不正な入力マネージドルールグループ (p. 43)
• ユースケース固有のルールグループ (p. 46)
• SQL データベースマネージドルールグループ (p. 46)
• Linux オペレーティングシステムマネージドルールグループ (p. 48)
• POSIX オペレーティングシステムマネージドルールグループ (p. 49)
• Windows オペレーティングシステムマネージドルールグループ (p. 50)
• PHP アプリケーションマネージドルールグループ (p. 52)
• WordPress アプリケーションマネージドルールグループ (p. 53)
• IP 評価ルールグループ (p. 53)
• Amazon IP 評価リストマネージドルールグループ (p. 54)
• 匿名 IP リストマネージドルールグループ (p. 54)
• AWS WAF Bot Control ルールグループ (p. 55)
• AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) のルールグループ (p. 59)

ベースラインルールグループ
ベースラインマネージドルールグループは、さまざまな一般的な脅威に対する一般的な保護を提供しま
す。これらのルールグループを 1 つ以上選択して、リソースのベースライン保護を確立します。

コアルールセット (CRS) マネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesCommonRuleSet、WCU: 700
コアルールセット (CRS) ルールグループには、ウェブアプリケーションに一般的に適用可能なルールが含
まれています。これにより、OWASP Top 10 などの OWASP の出版物に記載されている、リスクが高く
一般的に発生するいくつかの脆弱性を含む、さまざまな脆弱性の悪用に対する保護が提供されます。すべ
ての AWS WAF ユースケースでこのルールグループを使用することを検討してください。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

NoUserAgent_HEADER

HTTP User-Agent ヘッダーが欠落しているリク
エストを検査します。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:NoUserAgent_Header
リクエストが不正なボットであることを示す一
般的な User-Agent ヘッダー値を検査します。
パターンの例には、nessus、nmap などがあり
ます。ボット管理については、「AWS WAF Bot

UserAgent_BadBots_HEADER
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ルール名

説明とラベル
Control ルールグループ (p. 55)」も参照してく
ださい。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:BadBots_Header
2,048 バイトを超える URI クエリ文字列を検査し
ます。

SizeRestrictions_QUERYSTRING

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_QueryString
10,240 バイトを超える cookie ヘッダーを検査しま
す。

SizeRestrictions_Cookie_HEADER

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_Cookie_Header
8 KB (8,192 バイト) を超えるリクエストボディを
検査します。

SizeRestrictions_BODY

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_Body
1,024 バイトを超える URI パスを検査します。

SizeRestrictions_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:SizeRestrictions_URIPath
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ルール名

説明とラベル

EC2MetaDataSSRF_BODY

リクエストボディから Amazon EC2 メタデータを
盗み出す試みがないかを検査します。

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_Body
リクエスト cookie から Amazon EC2 メタデータ
を盗み出す試みがないかを検査します。

EC2MetaDataSSRF_COOKIE

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_Cookie
リクエスト URI パスから Amazon EC2 メタデータ
を盗み出す試みがないかを検査します。

EC2MetaDataSSRF_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_URIPath
リクエストクエリ引数から Amazon EC2 メタデー
タを盗み出す試みがないかを検査します。

EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:EC2MetaDataSSRF_QueryArguments
クエリ引数に、ローカルファイルインクルージョ
ン (LFI) を悪用する形跡がないかを検査します。例
には、../../ などの手法を使用したパストラバー
サルの試行があります。

GenericLFI_QUERYARGUMENTS

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_QueryArguments
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ルール名

説明とラベル

GenericLFI_URIPATH

URI パスに、ローカルファイルインクルージョン
(LFI) を悪用する形跡がないかを検査します。例に
は、../../ などの手法を使用したパストラバーサ
ルの試行があります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_URIPath
リクエストボディに、ローカルファイルインク
ルージョン (LFI) を悪用する形跡がないかを検査し
ます。例には、../../ などの手法を使用したパス
トラバーサルの試行があります。

GenericLFI_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericLFI_Body
読み取りや実行が安全でないシステムファイルの
拡張子が URI パスに含まれているリクエストを検
査します。パターンの例には、.log や .ini など
の拡張子があります。

RestrictedExtensions_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:RestrictedExtensions_URIPath
RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS

クエリ引数に、読み取りや実行が安全でないシス
テムファイル拡張子が含まれているリクエストを
検査します。パターンの例には、.log や .ini な
どの拡張子があります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:RestrictedExtensions_QueryArguments
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ルール名

説明とラベル

GenericRFI_QUERYARGUMENTS

IPv4 アドレスを含む URL を埋め込むこと
により、Web アプリケーションでRFI (リ
モートファイルインクルード) を悪用しよ
うとする試みに対して、すべてのクエリ
パラメーターの値を検査します。例として
は、http://、https://、ftp://、ftps://
、file:// などのパターンがあり、悪用の試みに
IPv4 ホストヘッダーが含まれています。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_QueryArguments
IPv4 アドレスを含む URL を埋め込むことにより、
ウェブアプリケーションの RFI (リモートファイ
ルインクルージョン) を悪用しようとする試行に
対してリクエストボディを検査します。例として
は、http://、https://、ftp://、ftps://
、file:// などのパターンがあり、悪用の試みに
IPv4 ホストヘッダーが含まれています。

GenericRFI_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_Body
IPv4 アドレスを含む URL を埋め込むことによ
り、ウェブアプリケーションの RFI (リモート
ファイルインクルージョン) を悪用しようとする
試行に対してURI パスを検査します。例として
は、http://、https://、ftp://、ftps://
、file:// などのパターンがあり、悪用の試みに
IPv4 ホストヘッダーが含まれています。

GenericRFI_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:GenericRFI_URIPath
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ルール名

説明とラベル

CrossSiteScripting_COOKIE

組み込み AWS WAF クロスサイトスクリプ
ティング攻撃ルールステートメント (p. 104)
を使用して、一般的なクロスサイトスクリ
プティング (XSS) パターンの cookie ヘッ
ダーの値を検査します。パターンの例に
は、<script>alert("hello")</script> など
のスクリプトあります。

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。

Note
このルールグループのバージョン 2.0 で
は、AWS WAF ログのルール一致の詳細
は入力されません。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_Cookie
組み込み AWS WAF クロスサイトスクリプ
ティング攻撃ルールステートメント (p. 104)
を使用して、一般的なクロスサイトスク
リプティング (XSS) パターンのkクエリ
引数の値を検査します。パターンの例に
は、<script>alert("hello")</script> など
のスクリプトあります。

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS

Note
このルールグループのバージョン 2.0 で
は、AWS WAF ログのルール一致の詳細
は入力されません。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_QueryArguments
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ルール名

説明とラベル

CrossSiteScripting_BODY

組み込み AWS WAF クロスサイトスクリプ
ティング攻撃ルールステートメント (p. 104)
を使用して、一般的なクロスサイトスク
リプティング (XSS) パターンのリクエ
スト本文を検査します。パターンの例に
は、<script>alert("hello")</script> など
のスクリプトあります。

Note
このルールグループのバージョン 2.0 で
は、AWS WAF ログのルール一致の詳細
は入力されません。

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_Body
組み込み AWS WAF クロスサイトスクリプティ
ング攻撃ルールステートメント (p. 104) を使用
して、一般的なクロスサイトスクリプティング
(XSS) パターンの URI パスの値を検査します。パ
ターンの例には、<script>alert("hello")</
script> などのスクリプトあります。

CrossSiteScripting_URIPATH

Note
このルールグループのバージョン 2.0 で
は、AWS WAF ログのルール一致の詳細
は入力されません。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:core-ruleset:CrossSiteScripting_URIPath

管理者保護マネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet、WCU: 100
管理者保護ルールグループには、公開されている管理ページへの外部アクセスをブロックするためのルー
ルが含まれています。これは、サードパーティーのソフトウェアを実行している場合や、悪意のあるアク
ターがアプリケーションへの管理アクセスを得るリスクを緩和したい場合に便利です。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
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ルール名

説明とラベル

AdminProtection_URIPATH

一般的にウェブサーバーまたはアプリケーション
の管理用に確保されている URI パスの有無を検査
します。パターンの例には、sqlmanager などが
あります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:adminprotection:AdminProtection_URIPath

既知の不正な入力マネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet、WCU: 200
既知の不正な入力ルールグループには、無効であることがわかっており脆弱性の悪用または発見に関連す
るリクエストパターンをブロックするルールが含まれています。これにより、悪意のあるアクターが脆弱
なアプリケーションを発見するリスクを緩和できます。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

JavaDeserializationRCE_HEADER

HTTP リクエストヘッダーのキーと値に、Spring
Core と Cloud Function RCE の脆弱性
(CVE-2022-22963、CVE-2022-22965) な
ど、Java デシリアライゼーション Remote
Command Execution (RCE) の試行を示すパ
ターンの有無を検査します。パターンの例に
は、(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami"
などがあります。

Warning
このルールは、リクエストヘッダーの最
初の 8 KB または最初の 200 ヘッダーの
うち、いずれかの制限に達した方のみ
を検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_Header

リクエストボディで、Spring Core お
よび Cloud Function RCE の脆弱性
(CVE-2022-22963、CVE-2022-22965) など
の Java デシリアライゼーション Remote
Command Execution (RCE) の試行を示すパ
ターンがないか検査します。パターンの例に
は、(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami"
などがあります。

JavaDeserializationRCE_BODY
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ルール名

説明とラベル

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_Body

リクエスト URI で、Spring Core お
よび Cloud Function RCE の脆弱性
(CVE-2022-22963、CVE-2022-22965) など
の Java デシリアライゼーション Remote
Command Execution (RCE) の試行を示すパ
ターンがないか検査します。パターンの例に
は、(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami"
などがあります。

JavaDeserializationRCE_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_URIPath
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING

リクエストのクエリ文字列で、Spring
Core および Cloud Function RCE の脆弱性
(CVE-2022-22963、CVE-2022-22965) など
の Java デシリアライゼーション Remote
Command Execution (RCE) の試行を示すパ
ターンがないか検査します。パターンの例に
は、(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami"
などがあります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:JavaDeserializationRCE_QueryString
リクエストのホストヘッダーに、localhost を示す
パターンがないかを検査します。パターンの例に
は、localhost などがあります。

Host_localhost_HEADER

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Host_Localhost_Header
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ルール名

説明とラベル

PROPFIND_METHOD

リクエストの HTTP メソッドに、PROPFIND がな
いかを検査します。このメソッドは HEAD と同様
ですが、XML オブジェクトを抽出しようとする点
が異なります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Propfind_Method
URI パスに、悪用可能なウェブアプリケーション
パスにアクセスする試みがないかを検査します。
パターンの例には、web-inf などのパスがありま
す。

ExploitablePaths_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:ExploitablePaths_URIPath
リクエストヘッダーのキーと値に Log4j の脆弱性
(CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)
の存在の有無を検査し、Remote Code Execution
(RCE) の試行から保護します。パターンの例に
は、${jndi:ldap://example.com/} などがあ
ります。

Log4JRCE_HEADER

Warning
このルールは、リクエストヘッダーの最
初の 8 KB または最初の 200 ヘッダーの
うち、いずれかの制限に達した方のみ
を検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_Header
クエリ文字列に Log4j の脆弱性
(CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)
の存在の有無を検査し、Remote Code Execution
(RCE) の試行から保護します。パターンの例に
は、${jndi:ldap://example.com/} などがあ
ります。

Log4JRCE_QUERYSTRING

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_QueryString
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ルール名

説明とラベル

Log4JRCE_BODY

本文に Log4j の脆弱性
(CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)
の存在の有無を検査し、Remote Code Execution
(RCE) の試行から保護します。パターンの例に
は、${jndi:ldap://example.com/} などがあ
ります。

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_Body
URI パスに Log4j の脆弱性
(CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)
の存在の有無を検査し、Remote Code Execution
(RCE) の試行から保護します。パターンの例に
は、${jndi:ldap://example.com/} などがあ
ります。

Log4JRCE_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:known-badinputs:Log4JRCE_URIPath

ユースケース固有のルールグループ
ユースケース固有のルールグループは、さまざまな AWS WAF ユースケースに対して段階的な保護を提供
します。アプリケーションに適用するルールグループを選択します。

SQL データベースマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesSQLiRuleSet、WCU: 200
SQL Database ルールグループには、SQL インジェクション攻撃などの SQL データベースの悪用に関連
するリクエストパターンをブロックするルールが含まれています。これにより、不正なクエリのリモート
インジェクションを防ぐことができます。アプリケーションが SQL データベースと連結している場合は、
このルールグループを評価します。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

SQLi_QUERYARGUMENTS

感度レベルを Low に設定した状態で組み込みの
AWS WAF SQL インジェクション攻撃ルールス
テートメント (p. 102)を使用して、悪意のある
SQL コードと一致するパターンがないかを確認す
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ルール名

説明とラベル
るために、すべてのクエリパラメータの値を検査
します。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_QueryArguments

SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS

すべてのクエリパラメータの値に、悪意のある
SQL コードに一致するパターンがないかを検査し
ます。このルールが検査するパターンは、ルール
SQLi_QUERYARGUMENTS の対象外です。
ルールアクション: Block
awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
感度レベルを Low に設定した状態で組み込みの
AWS WAF SQL インジェクション攻撃ルールス
テートメント (p. 102) を使用して、悪意のある
SQL コードと一致するパターンがないかを確認す
るために、リクエスト本文を検査します。

SQLi_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_Body
リクエストボディに、悪意のある SQL コードに一
致するパターンがないかを検査します。このルー
ルが検査するパターンは、ルール SQLi_BODY の
対象外です。

SQLiExtendedPatterns_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLiExtendedPatterns_Body
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ルール名

説明とラベル

SQLi_COOKIE

感度レベルを Low に設定した状態で組み込みの
AWS WAF SQL インジェクション攻撃ルールス
テートメント (p. 102) を使用して、悪意のある
SQL コードと一致するパターンがないかを確認す
るために、リクエストの Cookie ヘッダーを検査し
ます。

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:sqldatabase:SQLi_Cookie

Linux オペレーティングシステムマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesLinuxRuleSet、WCU: 200
Linux オペレーティングシステムルールグループには、Linux 固有のローカルファイルインクルージョン
(LFI) 攻撃など、Linux 固有の脆弱性の悪用に関連するリクエストパターンをブロックするルールが含ま
れています。これにより、攻撃者がアクセスしてはならないファイルの内容を公開したり、コードを実
行したりする攻撃を防ぐことができます。アプリケーションの一部が Linux で実行されている場合は、こ
のルールグループを評価する必要があります。このルールグループは、POSIX オペレーティングシステ
ム (p. 49) ルールグループと組み合わせて使用する必要があります。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

LFI_URIPATH

リクエストパスに、ウェブアプリケーションの
ローカルファイルインクルージョン (LFI) の脆弱性
を悪用する試みがないかを検査します。パターン
の例には、攻撃者にオペレーティングシステムの
情報を提供できる /proc/version などのファイ
ルがあります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_URIPath
クエリ文字列の値に、ウェブアプリケーションの
ローカルファイルインクルージョン (LFI) の脆弱性
を悪用する試みがないかを検査します。パターン
の例には、攻撃者にオペレーティングシステムの

LFI_QUERYSTRING
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ルール名

説明とラベル
情報を提供できる /proc/version などのファイ
ルがあります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_QueryString
リクエスト cookie ヘッダーに、ウェブアプリケー
ションのローカルファイルインクルージョン (LFI)
の脆弱性を悪用する試みがないかを検査します。
パターンの例には、攻撃者にオペレーティングシ
ステムの情報を提供できる /proc/version など
のファイルがあります。

LFI_COOKIE

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:linuxos:LFI_Cookie

POSIX オペレーティングシステムマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesUnixRuleSet、WCU: 100
POSIX オペレーティングシステムルールグループには、POSIX および POSIX と同等のオペレーティ
ングシステムに固有の脆弱性の悪用 (ローカルファイルインクルージョン (LFI) 攻撃など) に関連する
リクエストパターンをブロックするルールが含まれています。これにより、攻撃者がアクセスして
はならないファイルの内容を公開したり、コードを実行したりする攻撃を防ぐことができます。アプ
リケーションの一部が POSIX または POSIX と同等のオペレーティングシステム (Linux、AIX、HPUX、macOS、Solaris、FreeBSD、OpenBSD など) で実行されている場合は、このルールグループを評価
する必要があります。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

すべてのクエリパラメータの値に、Unix システム
UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
で実行されるウェブアプリケーションのコマンド
インジェクション、LFI、パストラバーサルの脆弱
性を悪用する試みないかを検査します。パターン
の例には、echo $HOME や echo $PATH などがあ
ります。
ルールアクション: Block
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ルール名

説明とラベル
ラベル: awswaf:managed:aws:posixos:UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
リクエストボディに、Unix システムで実行され
るウェブアプリケーションのコマンドインジェク
ション、LFI、パストラバーサルの脆弱性を悪用
する試みがないかを検査します。パターンの例に
は、echo $HOME や echo $PATH などがありま
す。

UNIXShellCommandsVariables_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:posixos:UNIXShellCommandsVariables_BODY

Windows オペレーティングシステムマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesWindowsRuleSet、WCU: 200
Windows オペレーティングシステムのルールグループには、PowerShell コマンドのリモート実行な
ど、Windows 固有の脆弱性の悪用に関連するリクエストパターンをブロックするルールが含まれていま
す。これにより、攻撃者が不正なコマンドを実行したり、悪意のあるコードを実行したりする脆弱性の悪
用を防ぐことができます。アプリケーションの一部が Windows オペレーティングシステムで実行されてい
る場合は、このルールグループを評価します。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

WindowsShellCommands_COOKIE

ウェブアプリケーションでの WindowsShell コマ
ンドインジェクションの試行についてリクエスト
cookie ヘッダーを検査します。一致パターンは
WindowsShell コマンドを表します。パターンの例
には、||nslookup、;cmd などがあります。

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
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ルール名

説明とラベル
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_Cookie

WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS

ウェブアプリケーションでの WindowsShell コマン
ドインジェクションの試行についてすべてのクエ
リパラメータの値を検査します。一致パターンは
WindowsShell コマンドを表します。パターンの例
には、||nslookup、;cmd などがあります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_QueryArguments
ウェブアプリケーションでの WindowsShell コ
マンドインジェクションの試行についてリクエ
ストボディの値を検査します。一致パターンは
WindowsShell コマンドを表します。パターンの例
には、||nslookup、;cmd などがあります。

WindowsShellCommands_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:WindowsShellCommands_Body
ウェブアプリケーションでの PowerShell コ
マンドインジェクションの試行についてリ
クエスト cookie を検査します。一致パター
ンは PowerShell コマンドを表します。例え
ば、Invoke-Expression です。

PowerShellCommands_COOKIE

Warning
このルールは、リクエスト Cookie の最
初の 8 KB または最初の 200 個の Cookie
のうち、いずれかの制限に達した方の
みを検査します。詳細については、リク
エストボディ、ヘッダー、cookie の検
査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_Cookie
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ルール名

説明とラベル

PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS

ウェブアプリケーションでの PowerShell コマ
ンドインジェクションの試行についてすべて
のクエリパラメータの値を検査します。一致パ
ターンは PowerShell コマンドを表します。例え
ば、Invoke-Expression です。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_QueryArguments
ウェブアプリケーションでの PowerShell コ
マンドインジェクションの試行についてリ
クエストボディを検査します。一致パター
ンは PowerShell コマンドを表します。例え
ば、Invoke-Expression です。

PowerShellCommands_BODY

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:windowsos:PowerShellCommands_Body

PHP アプリケーションマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesPHPRuleSet、WCU: 100
PHP アプリケーションルールグループには、安全でない PHP 関数のインジェクションなど、PHP プログ
ラミング言語の使用に固有の脆弱性の悪用に関連するリクエストパターンをブロックするルールが含まれ
ています。これにより、攻撃者が許可されていないコードまたはコマンドをリモートで実行できる脆弱性
の悪用を防ぐことができます。アプリケーションが連結するサーバーに PHP がインストールされている場
合は、このルールグループを評価します。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

すべてのクエリパラメータの値に、PHP スクリ
PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
プトコードインジェクションの試行がないかを
検査します。パターンの例には、fsockopen や
$_GET スーパーグローバル変数などの関数があり
ます。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:phpapp:PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
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ルール名

説明とラベル

PHPHighRiskMethodsVariables_BODY

リクエストボディの値に、PHP スクリプトコード
インジェクションがないかを検査します。パター
ンの例には、fsockopen や $_GET スーパーグ
ローバル変数などの関数があります。

Warning
このルールは、リクエストボディの最初
の 8 KB のみを検査します。詳細について
は、リクエストボディ、ヘッダー、cookie
の検査 (p. 117) を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:phpapp:PHPHighRiskMethodsVariables_BODY

WordPress アプリケーションマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesWordPressRuleSet、WCU: 100
WordPress アプリケーションルールグループには、WordPress サイト固有の脆弱性の悪用に関連するリ
クエストパターンをブロックするルールが含まれています。WordPress を実行している場合は、このルー
ルグループを評価する必要があります。このルールグループは、SQL データベース (p. 46) および PHP
アプリケーション (p. 52) ルールグループと組み合わせて使用する必要があります。

Note
この表には、このルールグループの最新の静的バージョンが示されています。他のバージョンで
は、API コマンド DescribeManagedRuleGroup を使用してください。
ルール名

説明とラベル

WordPressExploitableCommands_QUERYSTRINGリクエストクエリ文字列に、脆弱なインストール
またはプラグインで悪用される可能性のある高リ
スクの WordPress コマンドがないかを検査しま
す。パターンの例には、do-reset-wordpress
などのコマンドがあります。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:wordpressapp:WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING
リクエストの URI パスに、脆弱性が簡単に悪用
されることがわかっている xmlrpc.php などの
WordPress ファイルがないかを検査します。

WordPressExploitablePaths_URIPATH

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:wordpressapp:WordPressExploitablePaths_URIPATH

IP 評価ルールグループ
IP 評価ルールグループを使用すると、ソース IP アドレスに基づいてリクエストをブロックできます。
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ボットトラフィックや悪用の試みを緩和する場合、またはコンテンツに地理的制限を適用する場合は、こ
れらのルールグループを 1 つ以上選択します。ボット管理については、「AWS WAF Bot Control ルールグ
ループ (p. 55)」も参照してください。
このカテゴリのルールグループは、バージョニングや SNS 更新通知を提供しません。

Amazon IP 評価リストマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesAmazonIpReputationList、WCU: 25
Amazon IP 評価リストルールグループには、Amazon 内部脅威インテリジェンスに基づくルールが含まれ
ています。これは、通常、ボットやその他の脅威に関連付けられている IP アドレスをブロックする場合に
便利です。これらの IP アドレスをブロックすることで、ボットを緩和し、悪意のあるアクターが脆弱なア
プリケーションを発見するリスクを緩和できます。
ルール名

説明とラベル

AWSManagedIPReputationList

ボットとして識別された IP アドレスを検査しま
す。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedIPReputationList
AWS リソースに対して偵察を実行している IP ア
ドレスからの接続を検査します。

AWSManagedReconnaissanceList

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedReconnaissanceList
DDoS アクティビティにアクティブに関与してい
ると識別された IP アドレスを検査します。

AWSManagedIPDDoSList

ルールアクション: Count
ラベル: awswaf:managed:aws:amazon-iplist:AWSManagedIPDDoSList

匿名 IP リストマネージドルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesAnonymousIpList、WCU: 50
匿名 IP リストルールグループには、ビューワー ID の難読化を許可するサービスからのリクエストをブ
ロックするルールが含まれています。これには、VPN、プロキシ、Tor ノード、ホスティングプロバイ
ダーなどからのリクエストが含まれます。このルールグループは、アプリケーションから ID を隠そうとす
るビューワーを除外する場合に便利です。これらのサービスの IP アドレスをブロックすると、ボットの緩
和や地理的制限の回避に役立ちます。
ルール名

説明とラベル

AnonymousIPList

クライアントの情報を匿名化することがわかって
いるソース (TOR ノード、一時プロキシ、その他
のマスキングサービスなど) の IP アドレスのリス
トを検査します。
ルールアクション: Block
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ルール名

説明とラベル
ラベル: awswaf:managed:aws:anonymous-iplist:AnonymousIPList
エンドユーザートラフィックのソースになる可能
性が低いホスティングプロバイダーとクラウド
プロバイダーの IP アドレスのリストを検査しま
す。IP リストには AWS IP アドレスは含まれませ
ん。

HostingProviderIPList

ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:aws:anonymous-iplist:HostingProviderIPList

AWS WAF Bot Control ルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesBotControlRuleSet、WCU: 50
Bot Control マネージドルールグループは、ボットからのリクエストをブロックおよび管理するルールを提
供します。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
コストを抑え、ボットのトラフィックを希望どおりに管理していることを確認するには、AWS WAF Bot
Control (p. 138) のガイダンスに従ってこのルールグループを使用します。
Bot Control ルールグループは、バージョニングや SNS 更新通知を提供しません。
Labels
Bot Control マネージドルールグループは、名前空間プレフィックス awswaf:managed:aws:botcontrol: の後にカスタム名前空間が続くラベルを生成します。各ラベルは、Bot Control ルールの検出結
果を反映しています。
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:<category> – AWS WAF によって定義され
たボットのカテゴリ (例: bot:category:search_engine、bot:category:content_fetcher)。
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:<name> – ボット名 (使用可能な場合) (例: カスタ
ム名前空間 bot:name:slurp、bot:name:googlebot、bot:name:pocket_parser)。
• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified - 検証済みボットを示すために使用されま
す。これは、一般的な望ましいボットに使用され、bot:category:search_engine のようなカテゴ
リラベルや bot:name:googlebot のような名前ラベルと組み合わせると便利です。

Note
Bot Control は、AWS WAF からの IP アドレスを使用してボットを検証します。プロキシまた
はロードバランサーを介してルーティングされるボットを検証した場合は、ルールを追加し
て、Bot Control ルールグループの前に、これらのリクエストを許可して実行できます。詳細に
ついては、転送された IP アドレス (p. 115) を参照してください。
• awswaf:managed:aws:bot-control:signal:<signal-details> - あまり一般的に使用または検
証されていないボットを示すリクエストの属性に使用されます。
DescribeManagedRuleGroup を呼び出すことにより、API を介してラベルを取得できます。ラベルは、
応答の AvailableLabels プロパティにリストされています。
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Bot Control マネージドルールグループは、一般的に許可されている検証可能な一連のボットにラベルを適
用します。ルールグループは、これらの検証済みボットをブロックせず、signal: ラベルを適用しませ
ん。必要に応じて、Bot Control マネージドルールグループによって適用されたラベルを使用するカスタム
ルールを記述することで、それらのボット、またはそれらのボットのサブセットをブロックできます。こ
れと例の詳細については、「AWS WAF Bot Control (p. 138)」を参照してください。
ルールの一覧
次の表には、Bot Control のルールが記載されています。
ルール名

説明

CategoryAdvertising

広告目的で使用される未検証のボットを検査しま
す。
ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
アーカイブ目的で使用される未検証のボットを検
査します。

CategoryArchiver

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
ユーザーに代わってコンテンツを取得する未検証
のボットを検査します。

CategoryContentFetcher

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
未検証の E メールクライアントを検査します。

CategoryEmailClient

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
未検証のボットによって頻繁に使用される HTTP
ライブラリを検査します。

CategoryHttpLibrary

ルールアクション: Block
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ルール名

説明
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
壊れたリンクをチェックする未使用のボットを検
査します。

CategoryLinkChecker

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
その他の未検証のボットを検査します。

CategoryMiscellaneous

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
モニタリング目的で使用される未検証のボットを
検査します。

CategoryMonitoring

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
未検証のウェブスクレイピングフレームワークを
検査します。

CategoryScrapingFramework

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
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ルール名

説明

CategorySearchEngine

未検証の検索エンジンボットを検査します。
ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
未検証のセキュリティ関連のボットを検査しま
す。

CategorySecurity

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
検索エンジンの最適化に使用される未検証のボッ
トを検査します。

CategorySeo

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
コンテンツの概要を提供するために、ソーシャル
メディアプラットフォームによって使用される未
検証のボットを検査します。

CategorySocialMedia

ルールアクション: Block
このカテゴリの検証済みボットについ
ては、ルールグループはアクションを
実行しませんが、カテゴリラベルとラ
ベル awswaf:managed:aws:botcontrol:bot:verified を適用します。
自動ウェブブラウザの表示を検査します。

SignalAutomatedBrowser

ルールアクション: Block
ボットが通常使用するデータセンターを検査しま
す。

SignalKnownBotDataCenter

ルールアクション: Block
ウェブブラウザからではないと考えられるユー
ザーエージェント文字列を検査します。

SignalNonBrowserUserAgent

ルールアクション: Block
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AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) のルールグループ
VendorName: AWS、名前: AWSManagedRulesATPRuleSet、WCU: 50
AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) マネージドルールグループは、悪意のあるアカウ
ント乗っ取りの試行の一部である可能性のあるリクエストをブロック、ラベル付け、および管理するため
のルールを提供します。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
このルールグループの使用
このルールグループを使用する場合は、次の点を考慮してください。
• 最高の検出機能を実現するために、このルールグループと AWS WAF クライアントアプリケーション統
合 SDK と組み合わせることが強く推奨されます。SDK の詳細については、「AWS WAF クライアント
アプリケーション統合 (p. 160)」を参照してください。
• このルールグループには特定の設定が必要です。このルールグループを設定および実装するには、
「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) (p. 151)」のガイダンスを参照してくださ
い。
• このルールグループは、バージョニングまたは SNS 更新通知を提供しません。
• このルールグループは、Amazon Cognito ユーザープールでは使用できません。このルールグループを
使用するウェブ ACL をユーザープールに関連付けることはできません。また、このルールグループを
ユーザープールに既に関連付けられたウェブ ACL に追加することはできません。
• このルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細については、AWS WAF 料金を参
照してください。
ルールとラベル
このルールグループを使用して評価されるウェブリクエストは、次のプレフィックスを持つラベルをリク
エストに追加できます。
• awswaf:managed:aws:atp: - ATP ルールグループおよびルールの評価は、この名前空間プレフィッ
クスを持つラベルを生成します。
• awswaf:managed:token: — これらのラベルは、トークン検証サービスによって生成されます。この
ルールグループは、AWS WAF クライアントアプリケーション統合 SDK と組み合わせる際に、トーク
ン検証サービスを使用してユーザーを検証します。
各ルールのラベルは、次の表に記載されています。ルールグループとトークンサービスの評価では、個々
のルールに関連付けられていないラベルも追加されます。これらのラベルは、次の表の最後にリストされ
ています。
ほとんどの一致するリクエストのルールアクションは Block です。ルールグループのウェブ ACL 設定で
アクションを Count に設定し、ATP ルールがリクエストに追加するラベルと照合する独自のルールを追
加することで、任意のルールのウェブリクエスト処理を変更できます。新しいルールでは、必要な追加の
照合および処理動作を指定します。詳細については、「ATP の例: 認証情報の不足および侵害された認証
情報のカスタム処理 (p. 158)」および「AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199)」を参照して
ください。
次の表に、ルールグループがウェブリクエストに追加する AWSManagedRulesATPRuleSet の ATP ルー
ルとラベルを示します。
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ルール名

説明とラベル

UnsupportedCognitoIDP

Amazon Cognito ユーザープールに向かうウェ
ブトラフィックの有無を検査します。ATP
は、Amazon Cognito ユーザープールでは使用でき
ません。
ルールアクション: Block
ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:unsupported:cognito_idp
個々の IP アドレスから送信された大量のリクエス
トを検査します。

VolumetricIpHigh

ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:hi

ルールグループは、以下のラベルを中量およ
び少量のリクエストに適用しますが、リクエ
ストに対しては何のアクションも行いませ
ん。awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip
および
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:lo
個々のセッションから送信された大量のリクエス
トを検査します。

VolumetricSession

この検査は、ウェブリクエストにトークンが
ある場合にのみ適用されます。トークンは、
オプションのアプリケーション統合 SDK と
CAPTCHA ルールアクションによってリクエス
トに追加されます。これらのオプションの情報
については、「AWS WAF クライアントアプ
リケーション統合 (p. 160)」と「AWS WAF
CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。
ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:sessi
盗まれた認証情報を使用する試行を検査します。

AttributeCompromisedCredentials

ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compro
ユーザーネームトラバーサルを使用する試行を検
査します。

AttributeUsernameTraversal

ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:userna
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ルール名

説明とラベル

AttributePasswordTraversal

パスワードトラバーサルを使用する試行を検査し
ます。
ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:passwo
長期にわたって継続するセッションを使用する試
行を検査します。

AttributeLongSession

この検査は、ウェブリクエストにトークンが
ある場合にのみ適用されます。トークンは、
オプションのアプリケーション統合 SDK と
CAPTCHA ルールアクションによってリクエス
トに追加されます。これらのオプションの情報
については、「AWS WAF クライアントアプ
リケーション統合 (p. 160)」と「AWS WAF
CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。
ルールアクション: Block

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:long_s
トークン検証サービスによって拒否されたトーク
ンを検査します。

TokenRejected

この検査は、ウェブリクエストにトークンが
ある場合にのみ適用されます。トークンは、
オプションのアプリケーション統合 SDK と
CAPTCHA ルールアクションによってリクエス
トに追加されます。これらのオプションの情報
については、「AWS WAF クライアントアプ
リケーション統合 (p. 160)」と「AWS WAF
CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。
ルールアクション: Block
ラベル: awswaf:managed:token:rejected
不足している認証情報を検査します。

SignalMissingCredential

ルールアクション: Block
ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential
ルールがありません。一致する各リクエストにつ
いて、ルールグループはラベルを追加し、リクエ
ストに対して何らのアクションも実行しません。

盗まれた認証情報データベースで、リクエストで
送信された認証情報を検索します。
ルールアクション: アクションなし

ラベル:
awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromi
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ルール名

説明とラベル

ルールがありません。一致する各リクエストにつ
いて、トークンサービスはラベルを追加し、リク
エストに対して何らのアクションも実行しませ
ん。

リクエスト内のトークンがトークン検証サービス
によって受け入れられたかどうかを検査します。
この検査は、ウェブリクエストにトークンが
ある場合にのみ適用されます。トークンは、
オプションのアプリケーション統合 SDK と
CAPTCHA ルールアクションによってリクエス
トに追加されます。これらのオプションの情報
については、「AWS WAF クライアントアプ
リケーション統合 (p. 160)」と「AWS WAF
CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。
ルールアクション: アクションなし
ラベル: awswaf:managed:token:accepted

バージョニングされた AWS マネージドルールのルールグループのデプロイ
AWS は、バージョニングされた AWS マネージドルールのルールグループに対する変更を、リリース
候補、静的バージョン、およびデフォルトバージョンの 3 つの標準デプロイでデプロイします。さら
に、AWS は、例外のデプロイをリリースしたり、デフォルトバージョンのデプロイをロールバックしたり
する必要がある場合があります。

Note
このセクションは、バージョニングされている AWS マネージドルールのルールグループにの
み適用されます。バージョニングされていないルールグループは、IP レピュテーション、Bot
Control、および ATP ルールグループです。
デプロイ通知にサインアップする
バージョニングされたルールグループのデプロイごとに、AWS は少なくとも 1 つの SNS 通知を提供しま
す。場合によっては、このガイドのマネージドルールグループの説明、AWS マネージドルールのルール
グループの変更ログ、およびドキュメント履歴ページも更新します。通知にサインアップするには、「マ
ネージドルールグループに対する新しいバージョンと更新の通知を受け取る (p. 32)」を参照してくださ
い。
トピック
• AWS マネージドルールの標準デプロイの概要 (p. 62)
• 典型的なバージョンは AWS マネージドルールを表示 (p. 63)
• AWS マネージドルールのリリース候補のデプロイ (p. 64)
• AWS マネージドルールの静的バージョンのデプロイ (p. 66)
• AWS マネージドルールのデフォルトバージョンのデプロイ (p. 67)
• AWS マネージドルールの例外のデプロイ (p. 68)
• AWS マネージドルールのデフォルトデプロイのロールバック (p. 69)

AWS マネージドルールの標準デプロイの概要
AWS は、リリース候補、静的バージョン、デフォルトバージョンの 3 つの標準デプロイ段階を使用し
て、新しい AWS マネージドルールの機能をロールアウトします。
次の図は、これらの標準的なデプロイを示しています。それぞれについて、以降のセクションで詳しく説
明します。
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典型的なバージョンは AWS マネージドルールを表示
通常、バージョニングされたマネージドルールグループには、有効期限が切れていない多数の静的バー
ジョンがあり、デフォルトバージョンは、AWS が推奨する静的バージョンをポイントします。次の図は、
典型的な一連の静的バージョンとデフォルトバージョンの設定における例を示しています。
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静的バージョンにおけるほとんどのルールの稼働アクションは Block ですが、別のアクションにセットさ
れる場合があります。ルールアクション設定の詳細については、AWS マネージドルールのルールグループ
のリスト (p. 35) で各ルールグループに関するルールのリストを参照してください。

AWS マネージドルールのリリース候補のデプロイ
AWS にマネージドルールグループのルール変更の候補セットがある場合、一時的なリリース候補のデプロ
イでそれらをテストします。AWS は本番トラフィックに対してカウントモードで候補ルールを評価し、誤
検知の軽減を含む最終調整アクティビティを実行します。AWS はルールグループのデフォルトバージョン
を使用するすべてのお客様のために、この方法でリリース候補ルールをテストします。リリース候補のデ
プロイは、ルールグループの静的バージョンを使用するお客様には適用されません。
デフォルトバージョンを使用する場合、リリース候補のデプロイは、ルールグループによるウェブトラ
フィックの管理方法を変更しません。候補ルールがテストされている間、次のことに気づくかもしれませ
ん。
• デフォルトバージョン名が Default (using Version_X.Y) から Default (using
Version_X.Y_PLUS_RC_COUNT) に変更された。
• 名前に RC_COUNT が含まれる Amazon CloudWatch の追加のカウントメトリクス。これらはリリース候
補ルールによって生成されます。
AWS はリリース候補を約 1 週間テストしてから削除し、デフォルトバージョンを現在推奨されている静
的バージョンにリセットします。
リリース候補のデプロイに AWS が次のステップを実行します。
1. リリース候補を作成する – AWS は現在推奨されている静的バージョン (デフォルトがポイントしている
バージョン) に基づいてリリース候補を追加します。
リリース候補の名前は、静的バージョン名に _PLUS_RC_COUNT が付加されたものです。例え
ば、現在推奨されている静的バージョンが Version_2.1 である場合、リリース候補の名前は
Version_2.1_PLUS_RC_COUNT になります。
リリース候補には次のルールが含まれています。
• ルール設定を変更せずに、現在推奨されている静的バージョンから正確にコピーされたルール。
• ルールアクションが COUNT に設定され、名前が _RC_COUNT で終わる候補の新しいルール。
ほとんどの候補ルールは、ルールグループに既に存在するルールに対して提案された改善を提供しま
す。これらの各ルールの名前は、既存のルールの名前に _RC_COUNT が付加されたものです。
2. デフォルトバージョンをリリース候補に設定してテストする - AWS はデフォルトバージョンを新しい
リリース候補をポイントするように設定し、本番トラフィックに対してテストを実行します。通常、テ
ストには約 1 週間かかります。
デフォルトバージョンの名前が、静的バージョンのみを示すもの (Default (using
Version_1.4) など) から、静的バージョンとリリース候補ルールを示すもの (Default (using
Version_1.4_PLUS_RC_COUNT) など) に変更されます。この命名スキームにより、ウェブトラ
フィックの管理に使用している静的バージョンを特定できます。
次の図は、この時点でのサンプルルールグループバージョンの状態を示しています。

64

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
マネージドルールグループ

リリース候補ルールは常に Count アクションで設定されているため、ルールグループがウェブトラ
フィックを管理する方法が変更されることはありません。
リリース候補ルールは、動作を検証し、誤検知を識別するために AWS が使用する Amazon
CloudWatch カウントメトリクスを生成します。AWS は必要に応じて調整を行い、リリース候補カウン
トルールの動作を調整します。
リリース候補バージョンは静的バージョンではないため、静的ルールグループバージョンのリストから
選択することはできません。デフォルトバージョンの仕様では、リリース候補バージョンの名前のみが
表示されます。
3. デフォルトバージョンを推奨される静的バージョンに戻す – リリース候補のルールをテストした
後、AWS はデフォルトバージョンを現在の推奨される静的バージョンに戻します。デフォルトバー
ジョン名の設定では _PLUS_RC_COUNT の末尾が削除され、ルールグループはリリース候補ルールの
CloudWatch カウントメトリクスの生成を停止します。これはサイレント変更であり、デフォルトバー
ジョンロールバックのデプロイとは異なります。
次の図は、リリース候補のテストが完了した後のサンプルルールグループのバージョンの状態を示して
います。
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タイミングと通知
AWS は、ルールグループに対する改善をテストするために、必要に応じてリリース候補バージョンをデプ
ロイします。
• SNS – AWS は、デプロイの開始時に SNS 通知を送信します。通知には、リリース候補がテストされる
推定時間が表示されます。テストが完了すると、AWS は 2 回目の通知なしで、デフォルトを静的バー
ジョン設定に戻します。
• 変更ログ — AWS は、この種のデプロイでは、このガイドの変更ログや他の部分は更新されません。

AWS マネージドルールの静的バージョンのデプロイ
リリース候補がルールグループに有益な変更を提供すると AWS が判断した場合、AWS は、リリース候補
に基づいてルールグループの新しい静的バージョンをデプロイします。このデプロイでは、ルールグルー
プのデフォルトバージョンは変更されません。
新しい静的バージョンには、リリース候補からの次のルールが含まれています。
• リリース候補ルールの中に置換候補がない、以前の静的バージョンのルール。
• 次の変更を加えて、候補ルールをリリースします。
• AWS は、リリース候補サフィックス _RC_COUNT を削除することによってルール名を変更します。
• AWS は、ルールアクションを COUNT から本番ルールアクションに変更します。
以前の既存のルールを置き換えるリリース候補ルールの場合、これは新しい静的バージョンの以前の
ルールの機能を置き換えます。
次の図は、リリース候補から新しい静的バージョンを作成する方法を示しています。
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デプロイ後、新しい静的バージョンをテストして、必要に応じて保護に使用できます。AWS マネージド
ルールのルールグループのリスト (p. 35) のルールグループのルールリストで、新規および更新された
ルールアクションと説明を確認できます。
静的バージョンはデプロイ後はイミュータブルであり、AWS が失効させたときにのみ変更されます。バー
ジョンのライフサイクルについては、「マネージドルールグループを使用したバージョン管理 (p. 26)」
を参照してください。
タイミングと通知
AWS は、ルールグループ機能の改善をデプロイするために、必要に応じて新しい静的バージョンをデプロ
イします。静的バージョンのデプロイは、デフォルトのバージョン設定には影響しません。
• SNS – AWS は、デプロイの開始時に SNS 通知を送信します。
• 変更ログ – AWS WAF が利用可能なすべての場所でデプロイが完了した後、AWS は、このガイドの
ルールグループ定義を必要に応じて更新し、AWS マネージドルールグループの変更ログとドキュメント
履歴ページでリリースを通知します。

AWS マネージドルールのデフォルトバージョンのデプロイ
新しい静的バージョンによるルールグループの保護が現在のデフォルトと比較して改善されていると AWS
が判断する場合、AWS は、デフォルトバージョンを新しい静的バージョンに更新します。AWS は、その
静的バージョンをルールグループのデフォルトバージョンに昇格させる前に、複数の静的バージョンをリ
リースする可能性があります。
次の図は、AWS がデフォルトのバージョン設定を新しい静的バージョンに移行した後のサンプルルールグ
ループのバージョンの状態を示しています。
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この変更をデフォルトバージョンにデプロイする前、今後の変更のためにテストと準備ができるよう
に、AWS は通知します。デフォルトバージョンを使用する場合は、何も実行せずに、更新後もそのバー
ジョンに留まることができます。デフォルトバージョンのデプロイの計画された開始の前に、代わりに新
しいバージョンへの切り替えを遅らせたい場合、デフォルトが設定されている静的バージョンを使用する
ように、ルールグループを明示的に設定できます。
タイミングと通知
AWS は、現在使用されているものとは異なる静的バージョンがルールグループに推奨されるときに、デ
フォルトバージョンを更新します。
• SNS – AWS は、ターゲットデプロイ日の少なくとも 1 週間前に SNS 通知を送信し、その後、デプロイ
日のデプロイ開始時に別の SNS 通知を送信します。各通知には、ルールグループ名、デフォルトバー
ジョンが更新される静的バージョン、およびデプロイ日が含まれます。デプロイ日に送信される通知に
は、更新が実行されている各 AWS リージョンのデプロイのスケジュールされたタイミングも示されま
す。
• 変更ログ — AWS は、この種のデプロイでは、このガイドの変更ログや他の部分は更新されません。

AWS マネージドルールの例外のデプロイ
重大なセキュリティリスクに対処する更新プログラムを迅速にデプロイするため、AWS は標準デプロイ段
階をバイパスする可能性があります。例外的なデプロイには、標準的なデプロイの種類のいずれかが含ま
れる可能性があり、AWS リージョン全体で迅速に展開される可能性があります。
AWS は、例外のデプロイについて可能な限り事前に通知を提供します。
タイミングと通知
AWS は、必要な場合にのみ例外デプロイを実行します。
• SNS – AWS は、ターゲットデプロイ日よりできるだけ前に SNS 通知を送信し、デプロイの開始時に
別の通知を送信します。各通知には、ルールグループ名、行われる変更、およびデプロイ日が含まれま
す。
• 変更ログ – 静的バージョン向けのデプロイの場合、AWS WAF が利用可能なすべての場所でデプロイが
完了した後、AWS は、このガイドの ルールグループ定義を必要に応じて更新し、AWS マネージドルー
ルグループの変更ログとドキュメント履歴ページでリリースを通知します。
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AWS マネージドルールのデフォルトデプロイのロールバック
特定の条件下で、AWS はデフォルトバージョンを以前の設定にロールバックする場合があります。通常、
すべての AWS リージョンでロールバックにかかる時間は 10 分未満です。
AWS は、容認できないほど高いレベルの誤検知など、静的バージョンの重大な問題を緩和するためだけに
ロールバックを実行します。
デフォルトのバージョン設定のロールバック後、AWS は、問題のある静的バージョンを失効させること
と、問題に対処するための新しい静的バージョンのリリースの両方を促進します。
タイミングと通知
AWS は、必要な場合にのみデフォルトバージョンのロールバックを実行します。
• SNS – AWS は、ロールバック時に SNS 通知を 1 回送信します。通知には、ルールグループ名、デフォ
ルトバージョンが設定されるバージョン、およびデプロイ日が含まれます。このデプロイタイプは非常
に高速なので、通知はリージョンのタイミング情報を提供しません。
• 変更ログ — AWS は、この種のデプロイでは、このガイドの変更ログや他の部分は更新されません。

AWS マネージドルールに関する免責事項
AWS マネージドルールは、一般的なウェブの脅威からユーザーを保護するように設計されています。ド
キュメントに従って使用した場合、AWS マネージドルールのルールグループはアプリケーションに別のセ
キュリティレイヤーを追加します。ただし、AWS マネージドルールのルールグループは、選択した AWS
リソースに伴うセキュリティ責任に代わるものではありません。AWS のリソースが適切に保護されるよう
にするには、「責任共有モデル」を参照してください。

AWS マネージドルール変更ログ
このセクションでは、2019 年 11 月のリリース以降の AWS WAF の AWS マネージドルールに対する変更
点を示します。

Note
この変更ログは、AWS WAF の AWS マネージドルールのルールとルールグループへの変更をレ
ポートします。
IP 評価ルールグループ (p. 53) の場合、この変更ログは、ルールおよびルールグループに対す
る変更をレポートしますが、これらのリストの動的な性質により、ルールによって使用される IP
アドレスリストへの変更はレポートされません。
ルールグループおよびルール

説明

日付

既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)
•
•
•
•
•

このルールグループの静的バー
ジョン 1.17 をリリースしまし
た。
JavaDeserializationRCE_BODY
Java 逆シリアル化ルール
JavaDeserializationRCE_URIPATH
を更新し、1.10.0 以前の
JavaDeserializationRCE_HEADER
Apache Commons Text バー
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
ジョンのリモートコード実行
(RCE) 脆弱性である Apache
Host_Localhost_Header
CVE-2022-42889 に一致す
るリクエストの検出を追加
しました。詳細については、
「NIST: National Vulnerability
Database: CVE-2022-42889
Detail」(NIST: 国家脆弱性デー
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ルールグループおよびルール

説明

日付

タベース: CVE-2022-42889 詳
細) および「CVE-2022-42889:
Apache Commons Text prior
to 1.10.0 allows RCE when
applied to untrusted input due to
insecure interpolation defaults」
(CVE-2022-42889: 信頼されな
い入力に適用された場合にセ
キュアでない補間デフォルト
が原因で 1.10.0 以前の Apache
Commons Text で RCE が許可さ
れる) を参照してください。
Host_Localhost_Header での
検出を改善しました。
既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URIPATH
• Log4JRCE_BODY
POSIX オペレーティングシス
テムマネージドルールグルー
プ (p. 49)

このルールグループの静的バー
ジョン 1.16 をリリースしまし
た。

2022-10-05

バージョン 1.15 で AWS が検
出していた誤検出を削除しまし
た。
記載されているラベル名を修正
しました。

2022-09-19

この変更は、ルールグループが
ウェブトラフィックの処理方法
に影響しません。

2022-08-30

PHP アプリケーションマネージ
ドルールグループ (p. 52)
WordPress アプリケーショ
ンマネージドルールグルー
プ (p. 53)
IP 評価ルールグループ (p. 53)
• AWSManagedIPDDoSList

Amazon 脅威インテリジェンスに
従い、DDoS アクティビティに積
極的に関与している IP アドレス
を検査する Count アクションを
含む新しいルールが追加されま
した。
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ルールグループおよびルール

説明

日付

既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)

このルールグループの静的バー
ジョン 1.15 をリリースしまし
た。

2022-08-22

• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URIPATH

誤検出のよりきめ細かにモ
ニタリングと管理を行うた
め、Log4JRCE を削除して
Log4JRCE_HEADER、Log4JRCE_QUERYSTRING、Log4JRCE_URI、Log4JRCE_B
に置き換えました。

• Log4JRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_HEADER
PROPFIND_METHOD とすべての
• JavaDeserializationRCE_BODY
JavaDeserializationRCE*
• JavaDeserializationRCE_URIPATH
と Log4JRCE* ルールに対する
検出とブロックを改善するた
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
め、署名を追加しました。
• Host_localhost_HEADER
• PROPFIND_METHOD

Host_localhost_HEADER
と全ての
JavaDeserializationRCE*
ルールにおける大文字化の修正
をするためにラベルを更新しま
した。
JavaDeserializationRCE_HEADER
の記述を修正しました。

AWS WAF Fraud Control アカウ
ント乗っ取り防止 (ATP) のルー
ルグループ (p. 59)

Amazon Cognito ユーザープール
のウェブトラフィック用のアカ
ウント乗っ取り防止マネージド
ルールグループの使用を防止す
るルールを追加しました。

2022-08-11

コアルールセット (CRS) マネー
ジドルールグループ (p. 36)

AWS は、ルールグループのバー
ジョン Version_1.2 および
Version_2.0 の有効期限切
れが予定されています。この
バージョンの有効期限は 2022
年 9 月 9 日に失効します。バー
ジョンの有効期限の詳細につ
いては、「マネージドルールグ
ループを使用したバージョン管
理 (p. 26)」を参照してくださ
い。

2022-06-09

コアルールセット (CRS) マネー
ジドルールグループ (p. 36)

このルールグループのバージョ
ン 1.3 をリリースしました。こ
のリリースでは、検出を改善す
るため、GenericLFI_URIPATH
および GenericRFI_URIPATH
のルールにある一致する署名が
更新されます。

2022-05-24

ルール CategoryEmailClient
をルールグループに追加しまし
た。

2022-04-06

• UnsupportedCognitoIDP

• GenericLFI_URIPATH
GenericRFI_URIPATH
AWS WAF Bot Control ルールグ
ループ (p. 55)
• CategoryEmailClient
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ルールグループおよびルール

説明

日付

既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)

このルールグループのバージョ
2022-03-31
ン 1.14 をリリースしました。4
つの JavaDeserializtionRCE
• JavaDeserializationRCE_HEADER
ルールが BLOCK モードに移行し
ます。
• JavaDeserializationRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_URI
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)
•
•
•
•

このルールグループのバー
ジョン 1.13 をリリースしまし
た。Spring Core および Cloud
JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
Function RCE 脆弱性のテキス
ト変換を更新しました。これら
JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
のルールは、メトリクスを収集
JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
し、一致したパターンを評価す
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT
るために COUNT モードになっ
ています。ラベルは、カスタム
ルール内のリクエストをブロッ
クするために使用できます。
後続のバージョンは、これらの
ルールが BLOCK モードになった
状態でデプロイされます。

既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

このルールグループのバー
ジョン 1.12 をリリースしまし
た。Spring Core および Cloud
JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
Function RCE の脆弱性の署名
を追加しました。これらのルー
JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
ルは、メトリクスを収集し、
JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
一致したパターンを評価するた
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT
めに COUNT モードになってい
Log4JRCE_HEADER
ます。ラベルは、カスタムルー
ル内のリクエストをブロックす
Log4JRCE_QUERYSTRING
るために使用できます。後続の
Log4JRCE_URI
バージョンは、これらのルール
Log4JRCE_BODY
が BLOCK モードになった状態で
Log4JRCE
デプロイされます。

2022-03-31

2022-03-30

ルール
Log4JRCE_HEADER、Log4JRCE_QUERYSTRING、Log4JRCE_URI、Log4JRCE_B
を削除してルール Log4JRCE に
置き換えました。
IP 評価ルールグループ (p. 53)

アクションをカウントから
2022-02-15
ブロックに変更するように
• AWSManagedReconnaissanceList
AWSManagedReconnaissanceList
ルールを更新しました。
AWS WAF Fraud Control アカウ
ント乗っ取り防止 (ATP) のルー
ルグループ (p. 59)

ルールグループ
2022-02-11
AWSManagedRulesATPRuleSet
を追加しました。

新しいルールグループ内のすべ
てのルール
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ルールグループおよびルール

説明

既知の不正な入力マネージド
ルールグループ (p. 43)

このルールグループのバー
2022-01-28
ジョン 1.9 をリリースしま
した。この機能を柔軟に使
用できるように、ルール
Log4JRCE を削除し、ルール
Log4JRCE_HEADER、Log4JRCE_QUERYSTRING、Log4JRCE_URI、
および Log4JRCE_BODY に置き
換えました。検出とブロックを
改善するために署名を追加しま
した。

• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URI
• Log4JRCE_BODY

日付

コアルールセット (CRS)
•
•
•
•

このルールグループのバー
ジョン 2.0 をリリースしまし
CrossSiteScripting_URIPATH
た。これらのルールでは、誤
CrossSiteScripting_BODY 検出を減らすために検出シグ
ネチャをチューニングしまし
CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
た。URL_DECODE テキスト変
CrossSiteScripting_COOKIE換をダブル URL_DECODE_UNI
テキスト変換に置き換えまし
た。HTML_ENTITY_DECODE テ
キスト変換を追加しました。

2022-01-10

コアルールセット (CRS)

このルールグループのバー
2022-01-10
ジョン 2.0 のリリースの一部
• RestrictedExtensions_URIPATH
として、URL_DECODE_UNIテ
キスト変換が追加されまし
• RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS
た。RestrictedExtensions_URIPATH
から URL_DECODE テキスト変換
を削除しました。
SQL データベース
•
•
•
•
•
•

このルールグループのバー
2022-01-10
ジョン 2.0 をリリースしまし
SQLi_BODY
た。URL_DECODE テキスト変
換をダブル URL_DECODE_UNI
SQLi_QUERYARGUMENTS
テキスト変換に置き換
SQLi_COOKIE
え、COMPRESS_WHITE_SPACE
SQLi_URIPATH
テキスト変換を追加しました。
SQLiExtendedPatterns_BODY
検出シグネチャを
SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS
SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS
に追加しました。
SQLi_BODY に JSON 検査を追加
しました。
ルール
SQLiExtendedPatterns_BODY
を追加しました。
ルール SQLi_URIPATH を削除し
ました。

既知の不正な入力
• Log4JRCE

ヘッダーの検査と一致基準
を改善するために、ルール
Log4JRCE のバージョン 1.8 を
リリースしました。
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ルールグループおよびルール

説明

既知の不正な入力

一致基準をチューニングし、追
2021-12-11
加のヘッダーを検査するため
に、ルール Log4JRCE のバー
ジョン 1.4 をリリースしました。
バージョン 1.5 をリリースし、
一致条件をチューニングしまし
た。

• Log4JRCE

日付

既知の不正な入力

Log4j 内で最近公開されたセ
キュリティ問題に対応して、
• Log4JRCE
ルール Log4JRCE バージョン
1.2 を追加しました。詳細につ
• BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION
いては、「CVE-2021-44228」
を参照してください。このルー
ルは、共通の URI パス、クエ
リ文字列、リクエストボディの
最初の 8 KB、および共通ヘッ
ダーを検査します。ルールは
ダブル URL_DECODE_UNI テ
キスト変換を使用します。一
致基準をチューニングし、追
加のヘッダーを検査するため
に、Log4JRCE のバージョン 1.3
をリリースしました。

2021-12-10

ルール
BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION
を削除しました。
次の表には、2021 年 12 月よりも前の変更が記載されています。
ルールグループおよび
ルール

説明

Date

Amazon IP 評価リスト

モニタリング/カ
2021-11-23
AWSManagedReconnaissanceList
ウントモードの
AWSManagedReconnaissanceList
ルールを追加しま
した。このルールに
は、AWS リソースに対
して偵察を実行してい
る IP アドレスが含まれ
ています。

Windows オペレーティ
ングシステム

2021-11-23
WindowsShellCommandsWindowsShell コマン
ド用に 3 つの新しい
PowerShellCommands ルールを追加しました:
WindowsShellCommands_COOKIE、WindowsShellCommands_
および
WindowsShellCommands_BODY。
新しい PowerShell
ルールを追加しました:
PowerShellCommands_COOKIE。
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ルールグループおよび
ルール

説明

Date
文字列 _Set1 と
_Set2 を削除し
て、PowerShellComands
ルールの命名を再構築
しました。
より包括的な検
出シグネチャを
PowerShellRules に
追加しました。
すべての Windows
オペレーティングシ
ステムのルールに
URL_DECODE_UNI テキ
スト変換を追加しまし
た。

Linux オペレーティング
システム

LFI_URIPATH
LFI_QUERYSTRING
LFI_BODY

ダブル URL_DECODE
テキスト変換をダブル
URL_DECODE_UNI に置
き換えました。

2021-11-23

2 つ目のテキス
ト変換として
NORMALIZE_PATH_WIN
を追加しました。

LFI_COOKIE

LFI_BODY ルールを
LFI_COOKIE ルールに
置き換えました。
すべての LFI ルール
に、より包括的な検出
シグネチャを追加しま
した。
コアルールセット
(CRS)

8 KB を超える本文ペイ
SizeRestrictions_BODY
ロードを持つウェブリ
クエストをブロックす
るためのサイズ制限を
縮小しました。これま
では、制限は 10 KB で
した。

2021-10-27

コアルールセット
(CRS)

EC2MetaDataSSRF_BODY検出シグネチャを追加
しました。ブロックを
EC2MetaDataSSRF_COOKIE
改善するためにダブル
ユニコード URL デコー
EC2MetaDataSSRF_URIPATH
ドを追加しました。

2021-10-27

EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS
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ルールグループおよび
ルール

説明

Date

コアルールセット
(CRS)

ブロックを改善するた
GenericLFI_QUERYARGUMENTS
めにダブルユニコード
GenericLFI_URIPATH URL デコードを追加し
ました。
RestrictedExtensions_URIPATH

2021-10-27

RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS
コアルールセット
(CRS)

お客様からのフィード
GenericRFI_QUERYARGUMENTS
バックに基づいて、
GenericRFI_BODY
誤検出を減らすために
ルールシグネチャを更
GenericRFI_URIPATH 新しました。ブロック
を改善するためにダブ
ルユニコード URL デ
コードを追加しまし
た。

2021-10-27

すべて

すべてのルール

まだラベル付けをサ
ポートしていないす
べてのルールに AWS
WAF ラベルのサポート
を追加しました。

2021-10-25

Amazon IP 評価リスト

IP レピュテーションリ
AWSManagedIPReputationList_xxxx
ストを再構築し、ルー
ル名からサフィックス
を削除し、AWS WAF
ラベルのサポートを追
加しました。

2021-05-04

匿名 IP リスト

AnonymousIPList

AWS WAF ラベルの
サポートを追加しまし
HostingProviderList た。

2021-05-04

Bot Control

すべて

Bot Control ルールセッ
トを追加しました。

2021-04-01

コアルールセット
(CRS)

二重 URL デコードを追
GenericRFI_QUERYARGUMENTS
加しました。

2021-03-03

コアルールセット
(CRS)

ルールの設定を改善
RestrictedExtensions_URIPATH
し、追加の URL デコー
ドを追加しました。

2021-03-03

管理者保護

二重 URL デコードを追
AdminProtection_URIPATH
加しました。

2021-03-03

既知の不正な入力

ルールの設定を改善
ExploitablePaths_URIPATH
し、追加の URL デコー
ドを追加しました。

2021-03-03

Linux オペレーティング
システム

LFI_QUERYARGUMENTS

ルールの設定を改善
し、追加の URL デコー
ドを追加しました。

2021-03-03
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ルールグループおよび
ルール

説明

Date

Windows オペレーティ
ングシステム

すべて

ルールの設定を改善し
ました。

PHP アプリケーション

ブロックを改善するた
2020-09-16
PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
めに、テキスト変換
PHPHighRiskMethodsVariables_BODY
を HTML デコードから
URL デコードに変更し
ました。

POSIX オペレーティン
グシステム

ブロックを改善するた
2020-09-16
UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS
めに、テキスト変換
UNIXShellCommandsVariables_BODY
を HTML デコードから
URL デコードに変更し
ました。

コアルールセット

ブロックを改善するた
GenericLFI_QUERYARGUMENTS
めに、テキスト変換
GenericLFI_URIPATH を HTML デコードから
URL デコードに変更し
GenericLFI_BODY
ました。

2020-08-07

Linux オペレーティング
システム

LFI_URIPATH

検出とブロックを改良
するために、テキスト
変換を HTML エンティ
ティデコードから URL
デコードに変更しまし
た。

2020-05-19

ビューワー ID の難読
化を許可するサービス
からのリクエストをブ
ロックする IP 評価ルー
ルグループ (p. 53)
の新しいルールグルー
プ。ボットの緩和や地
理的制限の回避に役立
ちます。

2020-03-06

LFI_QUERYARGUMENTS
LFI_BODY

2020-09-23

匿名 IP リスト

すべて

WordPress アプリケー
ション

クエリ文字列内の悪用
2020-03-03
WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING
の対象となるコマンド
をチェックする新しい
ルール。

コアルールセット
(CRS)

精度を向上させるため
SizeRestrictions_QUERYSTRING
に、サイズ値の制約を
SizeRestrictions_Cookie_HEADER
調整しました。

2020-03-03

SizeRestrictions_BODY
SizeRestrictions_URIPATH
SQL データベース

ルールは、メッセージ
URI をチェックするよ
うになりました。

SQLi_URIPATH
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ルールグループおよび
ルール

説明

Date

SQL データベース

SQLi_BODY

テキスト変換を更新し
ました。

2019-12-20

テキスト変換を更新し
CrossSiteScripting_URIPATH
ました。
CrossSiteScripting_BODY

2019-12-20

SQLi_QUERYARGUMENTS
SQLi_COOKIE
コアルールセット
(CRS)

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
CrossSiteScripting_COOKIE

AWS Marketplace マネージドルールグループ
AWS Marketplace マネージドルールグループは、AWS Marketplace の AWS Marketplace コンソールから
サブスクリプションで使用できます。AWS Marketplace マネージドルールグループをサブスクライブする
と、AWS WAF でそのマネージドルールグループを使用できます。AWS Firewall Manager AWS WAF ポリ
シーで AWS Marketplace ルールグループを使用するには、組織内の各アカウントがそのルールグループに
サブスクライブする必要があります。
本番トラフィックに使用する前に、AWS WAF 保護に対する変更をテストして調整します。詳細について
は、AWS WAF 保護のテストとチューニング (p. 199) を参照してください。
AWS Marketplace ルールグループの料金
AWS Marketplace ルールグループは、長期契約、最低契約なしで利用できます。ルールグループをサブス
クライブすると、月額料金 (時間数で按分) およびボリュームに基づく継続中のリクエスト料金が課金され
ます。詳細については、AWS WAF の料金と AWS Marketplace の各 AWS Marketplace ルールグループの
説明を参照してください。
AWS Marketplace ルールグループについて質問がありますか?
AWS Marketplace 販売者が管理するルールグループに関するご質問や、機能の変更を依頼する場合、
プロバイダーのカスタマーサポートチームにご連絡ください。連絡先情報を検索するには、「AWS
Marketplace」のプロバイダーのリストを参照してください。
AWS Marketplace ルールグループプロバイダーは、ルールグループの管理方法 (ルールグループの更新方
法やルールグループをバージョニングするかどうかなど) を決定します。プロバイダーは、ルール、ルー
ルアクション、ルールが一致するウェブリクエストに追加するラベルなど、ルールグループの詳細も決定
します。

AWS Marketplace マネージドルールグループへのサブスクライブ
AWS WAF コンソールの AWS Marketplace ルールグループからサブスクライブしたりサブスクリプション
を解除したりできます。必要に応じて、ウェブ ACL に追加するときに、マネージドルールグループ内の特
定のルールを除外できます。

Important
AWS Firewall Manager ポリシーで AWS Marketplace ルールグループを使用するには、組織内の
各アカウントが最初にそのルールグループにサブスクライブする必要があります。
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AWS Marketplace マネージドルールグループをサブスクライブするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[AWS Marketplace] を選択します。

3.

[Available marketplace products] (利用可能な Marketplace 製品) セクションで、ルールグループの名
前を選択して、詳細と料金情報を表示します。

4.

ルールグループにサブスクライブする場合は、[Continue] (続行) を選択します。

Note
このルールグループをサブスクライブしたくない場合は、ブラウザでこのページを閉じるだ
けです。
5.

[Set up your account] (アカウントをセットアップ) を選択します。

6.

個々のルールを追加する場合と同様に、ルールグループをウェブ ACL に追加します。詳細について
は、「ウェブ ACL の作成 (p. 18)」または「ウェブ ACL の編集 (p. 20)」を参照してください。

Note
ルールグループをウェブ ACL に追加する場合、ルールグループ内のルールおよびルールグ
ループの結果のアクションを上書きできます。詳細については、「ルールグループまたはそ
のルールのアクションの上書き (p. 16)」を参照してください。
AWS Marketplace ルールグループをサブスクライブしたら、他のマネージドルールグループと同様に、
ウェブ ACL でそのルールを使用します。詳細については、「ウェブ ACL の作成 (p. 18)」を参照してく
ださい。

AWS Marketplace マネージドルールグループのサブスクリプションの解除
AWS WAF コンソールで AWS Marketplace ルールグループのサブスクリプションを解除できます。

Important
AWS Marketplace マネージドルールグループのサブスクリプション料金の発生を停止するに
は、サブスクリプションを解除するだけでなく、AWS WAF および Firewall Manager AWS WAF
ポリシーのすべてのウェブ ACL からサブスクリプションを削除する必要があります。AWS
Marketplace マネージドルールグループのサブスクリプションを解除しても、ウェブ ACL から削
除しない場合は、サブスクリプションの料金が引き続き請求されます。

AWS Marketplace マネージドルールグループのサブスクリプションを解除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

すべてのウェブ ACL からルールグループを削除します。詳細については、「ウェブ ACL の編
集 (p. 20)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、[AWS Marketplace] を選択します。

4.

[Manage your subscriptions] (サブスクリプションを管理) を選択します。

5.

サブスクリプションを解除するルールグループの名前の横にある [Cancel subscription] (サブスクリプ
ションをキャンセル) を選択します。

6.

[Yes, cancel subscription] (はい、サブスクリプションをキャンセルします) を選択します。

AWS Marketplace ルールグループのトラブルシューティング
AWS Marketplace ルールグループが正当なトラフィックをブロックしていることがわかった場合は、次の
ステップを実行して問題をトラブルシューティングできます。
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AWS Marketplace ルールグループをトラブルシューティングするには
1.

正当なトラフィックをブロックしている特定のルールを除外します。AWS WAF サンプリングさ
れたリクエストまたは AWS WAF ログを使用して、どのルールがどのリクエストをブロックして
いるかを特定できます。ログの ruleGroupId フィールドまたはサンプリングされたリクエスト
の RuleWithinRuleGroup フィールドを調べることによって、ルールを識別できます。パターン
<Seller Name>#<RuleGroup Name>#<Rule Name> 内のルールを識別できます。

2.

特定のルールを除外しても問題が解決しない場合は、AWS Marketplace ルールグループのアクショ
ンを [No override] (上書きしない) から [Override to count] (カウントに上書き) に変更します。これに
より、ルールグループ内の個々のルールアクションに関係なく、ウェブリクエストが通過します。ま
た、ルールグループに Amazon CloudWatch メトリクスも使用できるようになります。

3.

AWS Marketplace ルールグループアクションを [Override to count] (カウントに上書き) に設定した
後、さらなるトラブルシューティングが必要な場合は、ルールグループプロバイダーのカスタマーサ
ポートチームに連絡してください。連絡先については、AWS Marketplace の製品リストページのルー
ルグループリストを参照してください。

AWS Support へのお問い合わせ
AWS WAF または AWS によって管理されるルールグループの問題については、AWS Support にお問い合
わせください。AWS Marketplace 販売者が管理するルールグループに関する問題については、プロバイ
ダーのカスタマーサポートチームにご連絡ください。連絡先情報を検索するには、「AWS Marketplace」
のプロバイダーのリストを参照してください。

独自のルールグループの管理
独自のルールグループを作成して、マネージドルールグループサービスに見つからないルールのコレク
ションや、自分で処理したいルールのコレクションを再利用できます。
作成したルールグループは、ウェブ ACL と同じようにルールを保持し、ウェブ ACL と同じようにルール
グループにルールを追加します。独自のルールグループを作成する場合は、そのルールにイミュータブル
な最大容量を設定する必要があります。
自分が所有するルールグループを別の AWS アカウントと共有して、そのアカウントで使用することがで
きます。このオプションは、AWS WAF API を介して利用できます。詳細については、「AWS WAF API
リファレンス」の「PutPermissionPolicy」を参照してください。
トピック
• ルールグループの作成 (p. 80)
• ウェブ ACL でのルールグループの使用 (p. 81)
• ルールグループの削除 (p. 82)

ルールグループの作成
ルールグループを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ)、[Create rule group] (ルールグループの作
成) の順に選択します。

3.

ルールの名前と説明を入力します。これらを使用して、セットを識別して管理し、使用します。

Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更できません。
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4.

[Region] (リージョン) で、ルールグループを保存するリージョンを選択します。Amazon CloudFront
ディストリビューションを保護するウェブ ACL でルールグループを使用するには、グローバル設定を
使用する必要があります。リージョン別アプリケーションにもグローバル設定を使用できます。

5.

[Next] を選択します。

6.

ウェブ ACL 管理の場合と同様に、[Rule builder (ルールビルダー)] ウィザードを使用してルールグルー
プにルールを追加します。唯一の違いは、ルールグループを別のルールグループに追加できないこと
です。

7.

[Capacity] (容量) で、ルールグループによるウェブ ACL 容量ユニット (WCU) の使用の最大値を設定
します。この設定はイミュータブルです。WCU の詳細については、「AWS WAF ウェブ ACL キャパ
シティーユニット (WCU) (p. 7)」を参照してください。
ルールグループにルールを追加すると、[Add rules and set capacity] (ルールの追加と容量の設定) ペイ
ンに、追加済みのルールに基づいて、必要な最小容量が表示されます。これとルールグループの将来
の計画を使用して、ルールグループに必要な容量を見積もることができます。

8.

ルールグループの設定を確認し、[Create] (作成) を選択します。

ウェブ ACL でのルールグループの使用
ウェブ ACL でルールグループを使用するには、ルールグループリファレンスステートメントのウェブ
ACL にルールグループを追加します。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックのウェブ ACL に変更をデプロイする前に、ステージング環境またはテス
ト環境でテストおよびチューニングしてトラフィックへの潜在的な影響を確認します。その後、
更新したルールを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテス
トしてチューニングします。ガイダンスについては、「AWS WAF 保護のテストとチューニン
グ (p. 199)」を参照してください。
コンソールで、ウェブ ACL のルールを追加または更新するときに、[Add rules and rule groups] (ルール
とルールグループの追加) ページで、[Add rules] (ルールの追加) を選択し、[Add my own rules and rule
groups] (独自のルールとルールグループの追加) を選択します。その後、[Rule group] (ルールグループ) を
選択し、リストからルールグループを選択します。
ウェブ ACL では、個々のルールのアクションをカウントに設定したり、結果として生じるルールグルー
プのアクションをカウントに上書きしたりすることで、ルールグループやそのルールの動作を変更できま
す。これは、ルールグループのテスト、ルールグループ内のルールからの誤検出の特定、マネージドルー
ルグループによるリクエストの処理方法のカスタマイズなどを行うのに役立ちます。これらのパラメータ
の詳細については、「ルールグループまたはそのルールのアクションの上書き (p. 16)」を参照してくだ
さい。
ルールグループにレートベースのステートメントが含まれている場合、ルールグループを使用する各ウェ
ブ ACL は、ルールグループを使用する他のウェブ ACL とは無関係に、レートベースのルールについて
独自のレートトラッキングと管理を行います。詳細については、「レートベースのルールステートメン
ト (p. 97)」を参照してください。
更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
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• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。

ルールグループの削除
ルールグループを削除するには、このセクションのガイダンスに従います。
参照セットとルールグループの削除
IP セット、正規表現パターンセット、ルールグループなど、ウェブ ACL で使用できるエンティティを削
除すると、AWS WAF は、そのエンティティが現在ウェブ ACL で使用されているかどうかを確認します。
使用中であることが確認されると、AWS WAF は警告を表示します。AWS WAF はほとんどの場合、エン
ティティがウェブ ACL によって参照されているかどうかを判別できます。ただし、まれに判別できないこ
とがあります。エンティティが現在使用中でないことを確認する必要がある場合は、削除する前にウェブ
ACL でそのエンティティを確認してください。エンティティが参照されているセットである場合は、ルー
ルグループでエンティティが使用されていないことも確認してください。

ルールグループを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。

3.

削除するスナップショットを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

他のサービスによって提供されるルールグループ
AWS WAF を使用してリソース保護を管理するために、ユーザーまたはユーザーの組織の管理者が AWS
Firewall Manager または AWS Shield Advanced を使用している場合、アカウントのウェブ ACL にルール
グループ参照ステートメントが追加されていることがあります。
これらのルールグループの名前は、次の文字列で始まります。
• ShieldMitigationRuleGroup – これらのルールグループは AWS Shield Advanced によって管理さ
れます。Shield Advanced は、関連付けられたリソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自動
緩和を有効にしたときに、Shield Advanced アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) の保護に使用する
ウェブ ACL に追加します。これらのルールタイプの詳細については、「Shield Advanced アプリケー
ションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。

Warning
このルールグループ参照ステートメントをウェブ ACL から手動で削除しないでください。これ
により、ウェブ ACL に関連付けられているすべてのリソースに意図しない結果が生じていた可
能性もあります。代わりに、Shield Advanced を使用して、ウェブ ACL に関連付けられている
リソースの自動緩和を無効にします。Shield Advanced は、自動緩和のために必要でない場合
にはルールグループを削除します。
• PREFMManaged および POSTFMManaged – これらのルールグループは AWS Firewall Manager によって
管理されます。Firewall Manager は、Firewall Manager が作成および管理するウェブ ACL 内にそれらを
提供します。ウェブ ACL の名前は FMManagedWebACLV2 で始まります。これらのウェブ ACL および
ルールグループの詳細については、「AWS WAF ポリシー (p. 396)」を参照してください。
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[Rules] (ルール)
AWS WAF ルールでは、HTTP(S) ウェブリクエストを検査する方法と、検査基準に一致したときにリクエ
ストに対して実行するアクションを定義します。ルールは、ルールグループまたはウェブ ACL のコンテキ
ストでのみ定義されます。
次のような基準を検査するルールを定義できます。
• 悪意のある可能性が高いスクリプト。攻撃者は、ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用できるスクリ
プトを埋め込みます。これはクロスサイトスクリプティング (XSS) と呼ばれます。
• リクエストの発生元の IP アドレスまたはアドレス範囲。
• リクエスト送信元の国または地理的場所。
• クエリ文字列など、リクエストの指定した部分の長さ。
• 悪意のある可能性が高い SQL コード。攻撃者は、ウェブリクエストに悪意のある SQL コードを埋め込
むことで、データベースからデータを抽出しようとします。これは SQL インジェクション と呼ばれま
す。
• リクエストに表示される文字列。例えば、User-Agent ヘッダーに表示される値、またはクエリ文字列
に表示されるテキスト文字列です。正規表現を使用してこれらの文字列を指定することもできます。
• ウェブ ACL の以前のルールがリクエストに追加したラベル。
各ルールにはトップレベルのステートメントが 1 つ必要です。このステートメントには、ルールとステー
トメントのタイプに応じて、ネストされたステートメントを任意の深さに含めることができます。一部の
ルールタイプは、一連の条件を採用します。例えば、IP アドレスルールでは最大 10,000 個の IP アドレス
または IP アドレス範囲を指定できます。
上記のリストにあるようなウェブリクエストの検査基準を持つステートメントに加えて、AWS WAF は、
ルール内のステートメントを組み合わせるために使用する AND、OR、および NOT の論理ステートメント
をサポートします。
例えば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、次のネストされたステートメントを組み合わせた論
理 AND ステートメントを使用してルールを作成できます。
• リクエストが 192.0.2.44 から発生した。
• リクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot 値が含まれる。
• それらのクエリ文字列には、SQL などのコードが含まれる。
この場合、上位のレベルの AND に一致するようにするには、ウェブリクエストはすべてのステートメント
に一致する必要があります。
ルールは、AWS WAF に単独で存在するわけではありません。ルールは AWS リソースではなく、Amazon
リソースネーム (ARN) も割り当てられていません。ルールが定義されているルールグループまたはウェ
ブ ACL に含まれるルールにアクセスするには、名前を使用します。ルールを管理し、ルールを他のウェ
ブ ACL にコピーするには、そのルールが含まれているルールグループまたはウェブ ACL の JSON 形式を
使用します。または、AWS WAF コンソールのルールビルダーを使用して管理できます。ルールビルダー
は、ウェブ ACL とルールグループで使用できます。
トピック
• AWS WAF ルール名 (p. 84)
• AWS WAF ルールアクション (p. 84)
• AWS WAF ルールステートメント (p. 85)
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AWS WAF ルール名
ウェブ ACL またはルールグループのすべてのルールに一意の名前を割り当てる必要があります。
名前に含めることができるのは、文字 A-Z、a-z、0-9、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) のみです。
ルールグループまたはウェブ ACL でルールを作成した後、ルールの名前を変更することはできません。

AWS WAF ルールアクション
ルールアクションは、ルールで定義された条件に一致したときにウェブリクエストをどう処理するかを
AWS WAF に指示します。オプションで、各ルールアクションにカスタム動作を追加できます。
ルールアクションのオプションは以下のとおりです。
• Count (カウント) - AWS WAF はリクエストをカウントしますが、リクエストを許可するかブロックする
かは決定しません。このアクションにより、AWS WAF がウェブ ACL の残りのルールの処理を継続しま
す。リクエストにカスタムヘッダーを挿入し、他のルールが照合できるラベルを追加できます。
• Allow (許可) - AWS WAF では、処理と応答のためにリクエストを AWS リソースに転送できます。この
アクションにより、リクエストのウェブ ACL 評価が終了します。保護されたリソースに転送する前に、
カスタムヘッダーをリクエストに挿入できます。
• [Block] (ブロック) – AWS WAF はリクエストをブロックします。このアクションにより、リクエストの
ウェブ ACL 評価が終了します。デフォルトでは、AWS リソースは HTTP 403 (Forbidden) ステー
タスコードで応答しますが、応答をカスタマイズできます。AWS WAF がリクエストをブロックする場
合、ブロックアクション設定は、保護されたリソースがクライアントに送り返す応答を決定します。
• CAPTCHA – AWS WAF はリクエストに対して CAPTCHA チェックを実行します。

Note
CAPTCHA ルールアクションを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
AWS WAF がリクエストに対して実行するアクションは、チェックの結果に応じて、終了の場合と非終
了の場合があります。
• リクエストに有効な有効期限の切れていない CAPTCHA トークンが含まれている場合、AWS WAF
はカウントアクションの処理と同様に処理します。AWS WAF はウェブ ACL の残りのルールに基づ
いて、引き続きウェブリクエストを検査します。必要に応じて、リクエストに挿入するカスタムヘッ
ダーを設定し、他のルールが照合できるラベルを追加できます。
• リクエストに有効な CAPTCHA トークンが含まれていない場合、AWS WAF はブロックアクションと
同様に、ウェブリクエストの検査を終了し、リクエストをブロックします。その後、AWS WAF は、
エラーでクライアントに応答し、クライアントがそれを処理できることをリクエストが示している場
合は CAPTCHA チャレンジを含みます。
CAPTCHA に関する追加情報については、「AWS WAF CAPTCHA (p. 173)」を参照してください。
リクエストとレスポンスをカスタマイズする方法については、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブ
リクエストとレスポンス (p. 124)」を参照してください。
一致するリクエストへのラベルの追加については、「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を参照してく
ださい。
ウェブ ACL とルール設定の相互作用の詳細については、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評
価 (p. 14)」を参照してください。
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AWS WAF ルールステートメント
ルールステートメントは、AWS WAF にウェブリクエストを検査する方法を指示するルールの一部で
す。AWS WAF がウェブリクエストで検査基準を見つけることを、ウェブリクエストがステートメントに
一致するという言い方をします。すべてのルールステートメントは、ステートメントのタイプに応じて、
何をどのように検索するかを指定します。
AWS WAF のすべてのルールには、他のステートメントを含むことができる単一のトップレベルのルー
ルステートメントがあります。ルールステートメントは非常にシンプルにすることができます。例え
ば、ウェブリクエストをチェックする一連の送信元の国を示すステートメントを作成できます。ルール
ステートメントはまた、非常に複雑にすることもできます。例えば、他の多くのステートメントを論理
AND、OR、および NOT ステートメントと組み合わせたステートメントを作成できます。
ウェブ ACL には、ルールグループのみを参照するルールステートメントを含めることもできます。コン
ソールでは、これらはルールステートメントとして表示されませんが、すべてのウェブ ACL に JSON 形
式の表現が含まれています。JSON では、これらの特殊なタイプのルールステートメントを表示できま
す。複雑なルールの場合、ウェブ ACL を管理する最も簡単な方法は、JSON エディタを使用する方法で
す。ウェブ ACL の完全な設定を JSON 形式で取得し、これを必要に応じて変更して、コンソール、API、
または CLI を介して AWS WAF に提供できます。独自に管理するルールグループについても同様です。
ルールステートメントのネスト
AWS WAF は、多くのルールステートメントのネストをサポートしていますが、すべてではありません。
例えば、ルールグループステートメントを別のステートメント内にネストすることはできません。スコー
プダウンステートメントや論理ステートメントなど、一部のシナリオではネストを使用する必要がありま
す。ルールステートメントのリストとそれに続くルールの詳細では、各カテゴリとルールのネスト機能と
要件について説明されています。
コンソール内のルールのビジュアルエディタでは、ルールステートメントの 1 レベルのネストしかサポー
トされません。例えば、論理 AND または OR ルール内に多くのタイプのステートメントをネストできま
すが、他の AND または OR ルールをネストすることはできません。2 レベルのネストが必要になるから
です。複数のレベルのネストを実装するには、コンソールの JSON ルールエディタまたは API を使用し
て、JSON でルール定義を指定する必要があります。
トピック
• ルールステートメントリスト (p. 85)
• ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)
• セットまたはルールグループを参照するステートメント (p. 114)
• スコープダウンステートメント (p. 114)
• 転送された IP アドレス (p. 115)

ルールステートメントリスト
このセクションでは、ルールに追加できるステートメントについて説明し、それぞれのウェブ ACL キャパ
シティーユニット (WCU) 使用量を計算するためのガイドラインを提供します。WCU の詳細については、
「AWS WAF ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU) (p. 7)」を参照してください。
このページでは、ルールステートメントをカテゴリ別にグループ化し、それぞれの概要を説明し、ステー
トメントタイプの詳細情報を含むセクションへのリンクを提供します。
一致ステートメント
一致ステートメントは、ウェブリクエストまたはその送信元を、指定された基準と比較します。このタイ
プの多くのステートメントで、AWS WAF はリクエストの特定のコンポーネントを比較して、コンテンツ
の一致を判別します。
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一致ステートメントはネスト可能です。論理ルールステートメント内にネストして、スコープダウンス
テートメントで使用できます。
一致ステートメント

説明

WCU

地理的一致 (p. 91)

リクエストの送信元の国を検査
します。

1

IP セット一致 (p. 92)

リクエストを一連の IP アドレス
およびアドレス範囲と照合しま
す。

ほとんどの場合 1。転送された
IP アドレスを持つヘッダーを使
用するようにステートメントを
設定し、Any のヘッダー内の位
置を指定すると、WCU は 5 にな
ります。

ラベル一致ルールステートメン
ト (p. 93)

同じウェブ ACL 内の他のルール
によって追加されたラベルのリ
クエストを検査します。

1

正規表現一致ルールステートメ
ント (p. 99)

正規表現パターンを指定された
リクエストコンポーネントと比
較します。

3 (基本コストとして)。

正規表現パターンセッ
ト (p. 100)

正規表現パターンを指定された
リクエストコンポーネントと比
較します。

パターンセットあたり 25 (基本
コストとして)。

指定されたリクエストコンポー
ネントに対してサイズ制約を
チェックします。

1 (基本コストとして)。

サイズ制約 (p. 101)
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[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。

[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。

[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。
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一致ステートメント

説明

WCU

SQLi 攻撃 (p. 102)

指定されたリクエストコンポー
ネント内の悪意のある SQL コー
ドを検査します。

20 (基本コストとして)。

指定されたリクエストコンポー
ネントと文字列を比較します。

基本コストは、文字列の一致の
タイプによって異なり、1 ～ 10
の範囲です。

文字列一致 (p. 103)

[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。

[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。
XSS スクリプティング攻
撃 (p. 104)

指定されたリクエストコンポー
ネントでのクロスサイトスクリ
プティング攻撃を検査します。

40 (基本コストとして)。
[All query parameters] (すべて
のクエリパラメータ) のリクエ
ストコンポーネントを使用す
る場合、10 WCU を追加しま
す。[JSON body] (JSON 本文) の
リクエストコンポーネントを使
用する場合、基本コストの WCU
を倍増させます。適用する各テ
キスト変換について、10 WCU
を追加します。

論理ルールステートメント
論理ルールステートメントを使用すると、他のステートメントを組み合わせたり、結果を否定したりする
ことができます。すべての論理ルールステートメントに、1 つ以上のネストされたステートメントが必要
です。
ルールステートメントの結果を論理的に結合または否定するには、ステートメントを論理ルールステート
メントの下にネストします。

Note
コンソールのビジュアルエディタは、1 レベルのルールステートメントのネストをサポートして
おり、多くのニーズに対応しています。より多くのレベルをネストするには、コンソールでルー
ルの JSON 表現を編集するか、API を使用します。
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論理ルールステートメントはネスト可能です。他の論理ルールステートメント内にネストして、スコープ
ダウンステートメントで使用できます。スコープダウンステートメントの詳細については、「スコープダ
ウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
論理ステートメント

説明

WCU

AND のロジック (p. 89)

ネストされたステートメントを
AND ロジックと組み合わせま
す。

ネストされたステートメントに
基づく

NOT のロジック (p. 95)

ネストされたステートメントの
結果を否定します。

ネストされたステートメントに
基づく

OR のロジック (p. 95)

ネストされたステートメントを
OR ロジックと組み合わせます。

ネストされたステートメントに
基づく

複雑なステートメント
AWS WAF は、レートベースステートメントとルールグループステートメントをサポートします。これ
らのステートメントタイプは、他のルールステートメント内にネストすることはできません。これらの
ステートメントの一部では、スコープダウンステートメントを追加することで、検査するリクエストのス
コープを絞り込むことができます。

ステートメント

説明

WCU

マネージドルールグルー
プ (p. 94)

指定されたマネージドルールグ
ループで定義されているルール
を実行します。

ルールグループと、スコープダ
ウンステートメント用の追加の
WCU によって定義されます。

スコープダウンステートメント
を追加することで、ルールグ
ループで評価するリクエスト
の範囲を絞り込むことができま
す。
マネージドルールグループス
テートメントは、他のステート
メントタイプ内にネストできま
せん。
ルールグループ (p. 101)

管理するルールグループで定義
されているルールを実行しま
す。

WCU の制限は、ルールグループ
を作成するときに定義します。

ルールグループステートメント
は、他のステートメントタイプ
内にネストできません。
レートベース (p. 97)

個々の IP アドレスからのリクエ
ストのレートを追跡し、送信す
るリクエストが多すぎる間はア
ドレスを一時的にブロックしま
す。
スコープダウンステートメント
を追加することで、レートベー
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トメント用の追加の WCU。
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ステートメント

説明

WCU

スのステートメントで評価する
リクエストの範囲を絞り込むこ
とができます。
レートベースのステートメント
は、ルールステートメントの
下にネストできません。レート
ベースのステートメントは、管
理するルールグループ内で定義
できます。

AND ルールステートメント
AND ルールステートメントは、ネストされたステートメントを論理 AND 演算と組み合わせるため、AND
ステートメントが一致するには、ネストされたステートメントがすべて一致する必要があります。これに
は、1 つ以上のネストされたステートメントが必要です。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - ネストされたステートメントに応じて異なります。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [If a request] (リクエストの状態) で [matches all the statements (AND)]
(すべてのステートメントに一致する場合 (AND)) を選択してから、ネストされたステートメントに入力
します。
• API ステートメント – AndStatement
例
次のリストは、AND および NOT 論理ルールステートメントを使用して、SQL インジェクション攻撃ス
テートメントの一致から誤検知を排除する方法を示しています。この例では、誤検知につながるリクエス
トと一致する 1 バイトの一致ステートメントを記述できるとします。
AND ステートメントは、バイト一致ステートメントと一致せず、SQL インジェクション攻撃ステートメ
ントと一致するリクエストと一致します。
{

"Name": "SQLiExcludeFalsePositives",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "string identifying a false positive",
"FieldToMatch": {
"Body": {
"OversizeHandling": "MATCH"
}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
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}

}

}

}

]

}

"Type": "NONE"

],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"

}
},
{
"SqliMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"Body": {
"OversizeHandling": "MATCH"
}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "SQLiExcludeFalsePositives"
}

コンソールルールビジュアルエディタを使用して、非論理ステートメントまたは NOT ステートメントを
OR または AND ステートメントの下にネストできます。NOT ステートメントのネストは、前の例に示され
ています。
コンソールルールビジュアルエディタを使用すると、ほとんどのネスト可能なステートメントを、前の例
に示したような論理ルールステートメントの下にネストできます。ビジュアルエディタを使用して OR ま
たは AND ステートメントをネストすることはできません。このタイプのネストを設定するには、JSON で
ルールステートメントを指定する必要があります。例えば、次の JSON ルールリストには、AND ステート
メント内にネストされた OR ステートメントが含まれています。
{

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
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}

}

}

]

}

}
},
{
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"JM",
"JP"
]
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "JCountryString",
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}
}
]
}
}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

地理的一致ルールステートメント
送信元の国に基づいてウェブリクエストを許可またはブロックするには、1 つ以上の地理的 (Geo) 一致ス
テートメントを作成します。

Note
CloudFront Geo 制限機能を使用して特定の国からのコンテンツへのアクセスをブロックする
と、その国からのリクエストはブロックされ、AWS WAF に転送されません。したがって、地
理的場所に加えて他の AWS WAF 条件に基づいてリクエストを許可またはブロックする場合
は、CloudFront Geo 制限機能を使用しないでください。代わりに AWS WAF Geo 一致ステート
メントを使用する必要があります。
これを使用すると、特定の国からのサイトへのアクセスをブロックしたり、特定の国からのアクセスのみ
を許可したりすることができます。一部のウェブリクエストを許可し、それ以外のウェブリクエストを送
信元の国に基づいてブロックする場合は、許可する国に Geo 一致ステートメントを追加し、ブロックする
国に 2 つ目のステートメントを追加します。
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Geo 一致ステートメントをその他の AWS WAF ステートメントと組み合わせて高度なフィルターを作成で
きます。例えば、特定の国をブロックしてもそれらの国に属する一連の IP アドレスからのリクエストを許
可するには、Block に設定されたアクションと次のネストされたステートメントを使用してルールを作成
できます。
• AND ステートメント
• ブロックする国をリストした Geo 一致ステートメント
• NOT ステートメント
• 許可する IP アドレスを指定する IP セットステートメント
別の例として、特定の国のユーザーのリソースに優先順位を付けるには、Geo 一致ステートメントごとに
異なるレートベースのルールステートメントを作成します。優先させる国のユーザーのレート制限をより
高く設定し、他のすべてのユーザーのレート制限をより低く設定します。
AWS WAF は、ウェブリクエストのオリジンの IP アドレスを解決して、発信元の国を特定します。代わり
に、X-Forwarded-For などの代替ヘッダーの IP アドレスを使用する場合は、転送された IP 設定を有効
にします。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - 1 つの WCU。
このステートメントには、次の設定を使用します。
• Geo 一致 - Geo 一致のために比較する国コードの配列。これらは、2 文字の国コードである必要があり
ます。例えば、ISO 3166 国際標準の alpha-2 国 ISO コードの [ "US", "CN" ] などです。
各コードの長さは 1 または 2 文字である必要があります。
• (オプション) 転送された IP 設定 – デフォルトでは、AWS WAF はウェブリクエストの発信元の IP アド
レスを使用して、発信元の国を判別します。または、代わりに X-Forwarded-For などの HTTP ヘッ
ダーで転送された IP を使用するようにルールを設定することもできます。AWS WAF は、ヘッダーの
最初の IP アドレスを使用します。この設定では、指定したヘッダーに不正な形式の IP アドレスを持つ
ウェブリクエストに適用するフォールバック動作も指定します。フォールバック動作は、リクエストの
一致結果を、一致または不一致のいずれにするかを設定します。詳細については、「転送された IP アド
レス (p. 115)」を参照してください。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Request option] (リクエストオプション) で [Originates from a country in]
(次の国からの送信) を選択します。
• API ステートメント – GeoMatchStatement

IP セット一致ルールステートメント
IP セット一致ステートメントは、一連の IP アドレスおよびアドレス範囲に対してウェブリクエストの IP
アドレスを検査します。これを使用して、リクエストの送信元の IP アドレスに基づいてウェブリクエスト
を許可またはブロックします。デフォルトでは、AWS WAF はウェブリクエストの発信元からの IP アドレ
スを使用しますが、代わりに X-Forwarded-For などの HTTP ヘッダーを使用するようにルールを設定
できます。
AWS WAF は、/0 を除くすべての IPv4 および IPv6 CIDR 範囲をサポートします。CIDR 表記の詳細につ
いては、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(クラスレスドメイン間ルーティング) を参照して
ください。IP セットには、チェック対象として最大 10,000 個の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を保
持できます。
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Note
各 IP セット一致ルールは IP セットを参照します。このセットは、ルールとは無関係に作成し、
維持します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照された IP セットを
更新すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。
IP セットの作成および管理については、「IP セットの作成と管理 (p. 119)」を参照してくださ
い。
ルールグループまたはウェブ ACL でルールを追加または更新する場合は、[IP set] (IP セット) オプション
を選択し、使用する IP セットの名前を選択します。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU- ほとんどの場合 1 WCU。転送された IP アドレスを使用するようにステートメントを設定し、ANY
の位置を指定した場合、WCU の使用量は 5 です。
このステートメントには、次の設定を使用します。
• IP セットの指定 - 使用する IP セットをリストから選択するか、新しい IP セットを作成します。
• (オプション) 転送された IP 設定 – リクエストの発信元の代わりに使用する代替の転送された IP ヘッ
ダー名。ヘッダーの最初のアドレス、最後のアドレス、または任意のアドレスを照合するかどうかを指
定します。指定したヘッダーに不正な形式の IP アドレスを持つウェブリクエストに適用するフォール
バック動作も指定します。フォールバック動作は、リクエストの一致結果を、一致または不一致のいず
れにするかを設定します。詳細については、「転送された IP アドレス (p. 115)」を参照してくださ
い。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Request option] (リクエストオプション) で [Originates from an IP
address in] (次の IP アドレスからの送信) を選択します。
• コンソールの [Add my own rules and rule groups] (独自のルールとルールグループの追加) ページ - [IP
set] (IP セット) オプションを選択します。
• API ステートメント – IPSetReferenceStatement

ラベル一致ルールステートメント
ラベル一致ステートメントは、ウェブリクエストにあるラベルを文字列指定に照らして検査します。検査
用のルールで使用できるラベルは、同じウェブ ACL 評価内の他のルールによってウェブリクエストに既に
追加されているラベルです。ラベルは、ウェブ ACL 評価以外では保持されません。

Note
ラベル一致ステートメントは、ウェブ ACL で以前に評価されたルールのラベルのみを表示できま
す。AWS WAF がウェブ ACL でルールとルールグループを評価する方法については、「ウェブ
ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
ラベルの詳細については、「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を参照してください。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - 1 つの WCU
このステートメントには、次の設定を使用します。
• [Match scope] (一致範囲) – これを [Label] (ラベル) に設定して、ラベル名と、ならびにオプションで、
先行する名前空間およびプレフィックスと照合します。これを [Namespace] (名前空間) に設定して、名
前空間の指定の一部または全部、およびオプションで、先行するプレフィックスと照合します。
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• [Key] (キー) – 照合する文字列。名前空間一致の範囲を指定する場合、これは、名前空間と、オプション
でプレフィックスのみを指定する必要があり、末尾にコロンを付けます。ラベル一致の範囲を指定する
場合、これはラベル名を含む必要があり、オプションで前述の名前空間とプレフィックスを含めること
ができます。
これらの設定の詳細については、「ラベルとの照合 (p. 134)」および「ラベル一致の例 (p. 134)」を参
照してください。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Request option] (リクエストオプション) で [Has label] (ラベルあり) を選
択します。
• API ステートメント – LabelMatchStatement

マネージドルールグループステートメント
マネージドルールグループルールステートメントは、ウェブ ACL ルールリストに含まれる参照をマネージ
ドルールグループに追加します。コンソールのルールステートメントにはこのオプションは表示されませ
んが、ウェブ ACL の JSON 形式を操作しているときには、追加したマネージドルールグループがこのタ
イプとしてウェブ ACL ルールに表示されます。
マネージドルールグループは、ほとんどが AWS WAF のお客様に無料で提供される AWS マネージド
ルールのルールグループ、または AWS Marketplace マネージドルールグループのいずれかです。AWS
Marketplace を介して、AWS Marketplace マネージドルールグループとサブスクリプション AWS マネー
ジドルールのルールグループをサブスクライブできます。詳細については、「マネージドルールグルー
プ (p. 26)」を参照してください。
ルールグループをウェブ ACL に追加すると、グループ内の個々のルールを実行対象から除外し、ルールグ
ループ内のすべてのルールのアクションを上書きして、カウントのみを実行することができます。詳細に
ついては、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照してください。
AWS WAF がルールグループで評価するリクエストの範囲を絞り込むことができます。これを行うには、
ルールグループステートメント内にスコープダウンステートメントを追加します。スコープダウンステー
トメントの詳細については、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。これは、
ルールグループがトラフィックに与える影響を管理し、ルールグループを使用するときにトラフィック量
に関連するコストを抑えるのに役立ちます。AWS WAF Bot Control マネージドルールグループでスコープ
ダウンステートメントを使用するための情報と例については、「AWS WAF Bot Control (p. 138)」を参照
してください。
ネスト不可 - このステートメントタイプを他のステートメント内にネストしたり、ルールグループに含め
たりすることはできません。このタイプはウェブ ACL に直接含めることができます。
(オプション) スコープダウンステートメント – このルールタイプは、オプションのスコープダウンステー
トメントを使用して、ルールグループが評価するリクエストの範囲を絞り込みます。詳細については、
「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
WCU - 作成時にルールグループに設定します。

ステートメントの場所
• コンソール - ウェブ ACL の作成プロセス中に、[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループの
追加) ページで [Add managed rule groups] (マネージドルールグループの追加) を選択し、使用するルー
ルグループを見つけて選択します。
• API ステートメント – ManagedRuleGroupStatement
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NOT ルールステートメント
NOT ルールステートメントは、単一のネストされたステートメントの結果を論理的に否定するため、NOT
ステートメントが一致するには、ネストされたステートメントが一致してはならず、その逆も同様です。
これには、ネストされたステートメントが 1 つ必要です。
例えば、特定の国を送信元としないリクエストをブロックする場合は、アクションをブロックに設定した
NOT ステートメントを作成し、国を指定する地理的一致ステートメントをネストします。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - ネストされたステートメントに応じて異なります。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [If a request] (リクエストの状態) で [doesn't match the statement (NOT)]
(すべてのステートメントに一致しない場合 (NOT)) を選択してから、ネストされたステートメントに入
力します。
• API ステートメント – NotStatement

OR ルールステートメント
OR ルールステートメントは、ネストされたステートメントを OR ロジックと組み合わせるため、OR ス
テートメントが一致するには、ネストされたステートメントのいずれか 1 つが一致する必要があります。
これには、1 つ以上のネストされたステートメントが必要です。
例えば、特定の国から送信されたリクエストや特定のクエリ文字列を含むリクエストをブロックする場合
は、OR ステートメントを作成し、その国の地理的一致ステートメントとクエリ文字列の文字列一致ステー
トメントをネストします。
代わりに、特定の国から送信されていないリクエストや特定のクエリ文字列を含むリクエストをブロック
する場合は、前述の OR ステートメントを変更して、NOT ステートメント内の 1 レベル下に地理的一致ス
テートメントをネストします。コンソールでは 1 レベルのネストしかサポートされないため、このレベル
のネストでは JSON 形式を使用する必要があります。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - ネストされたステートメントに応じて異なります。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [If a request] (リクエストの状態) で [matches at least one of the
statements (OR)] (1 つ以上のステートメントに一致する場合 (OR)) を選択してから、ネストされたス
テートメントに入力します。
• API ステートメント – OrStatement
例
次のリストは、OR を使用して他の 2 つのステートメントを結合する方法を示しています。ネストされたス
テートメントのいずれかが一致する場合、OR ステートメントは一致します。
{

"Name": "neitherOfTwo",
"Priority": 1,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
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"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "neitherOfTwo"

},
"Statement": {
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"CA"
]
}
},
{
"IPSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/ipset/test-ipset-22222222/33333333-4444-5555-6666-777777777777"
}
}
]
}
}
}

コンソールルールビジュアルエディタを使用すると、ネスト可能なステートメントのほとんどを論理ルー
ルステートメントの下にネストできますが、ビジュアルエディタを使用して OR または AND ステートメン
トをネストすることはできません。このタイプのネストを設定するには、JSON でルールステートメント
を指定する必要があります。例えば、次の JSON ルールリストには、AND ステートメント内にネストされ
た OR ステートメントが含まれています。
{

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
}
}
}
},
{
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"JM",
"JP"
]
}
},
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{

}

}

]

}

}

]

}

"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "JCountryString",
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}

},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

レートベースのルールステートメント
レートベースのルールは、各発生元 IP アドレスからのリクエストのレートを追跡し、レートが制限を超え
ると、IP に対するルールアクションをトリガーします。制限は、5 分間あたりのリクエスト数として設定
します。このタイプのルールを使用すると、過剰なリクエストを送信している IP アドレスからのリクエス
トを一時的にブロックできます。デフォルトでは、AWS WAF はウェブリクエストの発信元からの IP アド
レスに基づいてリクエストを集約しますが、代わりに、X-Forwarded-For などの HTTP ヘッダーからの
IP アドレスを使用するようにルールを設定できます。
AWS WAF は、使用するレートベースのルールのインスタンスごとに、ウェブリクエストを個別に追跡お
よび管理します。例えば、2 つのウェブ ACL で同じレートベースのルール設定を指定する場合、2 つの
ルールステートメントのそれぞれがレートベースのルールの個別のインスタンスを表し、AWS WAF に
よって独自の追跡と管理がなされます。ルールグループ内でレートベースのルールを定義し、そのルール
グループを複数の場所で使用する場合、使用するたびに、AWS WAF によって独自の追跡と管理がなされ
るレートベースのルールの個別のインスタンスが作成されます。
ルールアクションがトリガーされると、AWS WAF は、リクエストレートが制限を下回るまで、IP アドレ
スからの追加のリクエストにアクションを適用します。アクションの変更が有効になるまで、1～2 分かか
ることがあります。
レート制限によって現在ブロックされている IP アドレスのリストを取得できます。詳細については、
「レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレスの一覧表示 (p. 199)」を参照してくださ
い。
次の注意事項は、AWS WAF レートベースのルールに適用されます。
• 設定できる最小レートは 100 です。
• AWS WAF は 30 秒ごとにリクエストのレートをチェックし、毎回直近 5 分間のリクエストをカウント
します。このため、AWS WAF による検出およびブロックの前に、IP アドレスが 30 秒間、高すぎる
レートでリクエストを送信する可能性があります。
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• AWS WAF は最大 10,000 個の IP アドレスをブロックできます。10,000 を超える IP アドレスが同時に
高レートのリクエストを送信する場合、AWS WAF はそれらのリクエストのうち、10,000 件のみをブ
ロックします。
AWS WAF で追跡およびカウントするリクエストの範囲を絞り込むことができます。これを行うには、
レートベースのステートメント内に別のスコープダウンステートメントをネストします。その後、AWS
WAF は、スコープダウンステートメントに一致するリクエストのみをカウントします。スコープダウンス
テートメントの詳細については、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
例えば、最近確認された米国の攻撃者からのリクエストに基づいて、次のスコープダウンステートメント
を使用してレートベースのルールを作成できます。
• 次の 2 つ目のレベルのネストされたステートメントを含む AND ルールステートメント。
• 発生元が米国であるリクエストを指定する Geo 一致ステートメント。
• User-Agent ヘッダーで文字列 BadBot を検索する文字列一致ステートメント。
また、レート制限を 1,000 に設定するとします。IP アドレスごとに、AWS WAF では、ネストされたス
テートメント両方の基準を満たすリクエストがカウントされます。リクエストが両方を満たさなければカ
ウントされません。IP アドレスのカウントが 5 分間で 1,000 リクエストを超えると、その IP アドレスに
対するルールのアクションがトリガーされます。
別の例として、ウェブサイトのログインページへのリクエストを制限するとします。これには、次のネス
トされた文字列一致ステートメントを使用してレートベースのルールを作成します。
• [Inspect] (検査) [Request component] (コンポーネントをリクエスト) は URI path です。
• [Match type] (一致タイプ) は Starts with string です。
• [String to match] (照合する文字列) は /login です。
このレートベースのルールをウェブ ACL に追加することで、残りのサイトに影響を与えることなく、ログ
インページへのリクエストを制限することができます。
ネスト不可 - このステートメントタイプを他のステートメント内にネストすることはできません。このタ
イプは、ウェブ ACL およびルールグループに含めることができます。
(オプション) スコープダウンステートメント – このルールタイプは、オプションのスコープダウンステー
トメントを使用して、レートベースのステートメントが追跡するリクエストの範囲を絞り込みます。詳細
については、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
WCU - ネストされたステートメントに 2 つ以上の WCU を使用します。
このステートメントでは、次のオプション設定を使用します。
• (オプション) 転送された IP 設定 – デフォルトでは、AWS WAF はウェブリクエストの発信元の IP アド
レスで集約しますが、代わりに、X-Forwarded-For などの HTTP ヘッダーで転送された IP アドレス
を使用するようにルールを設定できます。AWS WAF は、ヘッダーの最初の IP アドレスを使用します。
この設定では、指定したヘッダーに不正な形式の IP アドレスを持つウェブリクエストに適用するフォー
ルバック動作も指定します。フォールバック動作は、リクエストの一致結果を、一致または不一致のい
ずれにするかを設定します。詳細については、「転送された IP アドレス (p. 115)」を参照してくださ
い。

ステートメントの場所
• ウェブ ACL のコンソールのルールビルダー – [Rule] (ルール) の [Type] (タイプ) で、[Rate-based rule]
(レートベースのルール) を選択します。
• API ステートメント – RateBasedStatement
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正規表現一致ルールステートメント
正規表現一致ステートメントは、リクエストコンポーネントを単一の正規表現 (regex) と照合するように
AWS WAF に指示します。リクエストコンポーネントが指定した正規表現と一致する場合、ウェブリクエ
ストはステートメントと一致します。
このステートメントタイプは、数理論理を使用して一致基準を組み合わせることを希望する状況におい
て、正規表現パターンセット一致ルールステートメント (p. 100) に代わる優れた方法です。例えば、リ
クエストコンポーネントを一部の正規表現パターンと照合し、他の正規表現パターンと照合しないように
する場合は、AND ルールステートメント (p. 89) と NOT ルールステートメント (p. 95) を使用して正
規表現一致ステートメントを組み合わせることができます。
AWS WAF は、PCRE ライブラリ libpcre で使用されるパターン構文をサポートします。ライブラリ
は、「PCRE - Perl Compatible Regular Expressions」で文書化されています。
正規表現パターンの使用制限
AWS WAF は、PCRE ライブラリのすべての構成をサポートしているわけではありません。例えば、一部
のゼロ幅アサーションをサポートしますが、すべてではありません。サポートされているコンストラクト
の包括的なリストはありません。ただし、無効な正規表現パターンを指定した場合、またはサポートされ
ていない設定を使用した場合、AWS WAF API は失敗をレポートします。
AWS WAF は、次の PCRE パターンをサポートしていません。
• 後方参照と部分式取得
• サブルーチン参照と再帰パターン
• 条件付きパターン
• バックトラック制御動詞
• \C シングルバイトディレクティブ
• \R 改行一致ディレクティブ
• \K 一致開始位置リセットディレクティブ
• コールアウトと埋め込みコード
• アトミックグループと所有格量指定子
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU- 3 WCU (基本コストとして)。[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエストコン
ポーネントを使用する場合、10 WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコンポーネ
ントを使用する場合、基本コストの WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10 WCU
を追加します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
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• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー – [Match type] (一致タイプ) で、Matches regular expression] (正規表現に
一致) を選択します。
• API ステートメント – RegexMatchStatement

正規表現パターンセット一致ルールステートメント
正規表現パターンセット一致は、ウェブリクエストの指定した部分を、正規表現パターンセット内の指定
した正規表現パターンに照らして検査します。

Note
各正規表現パターンセット一致ルールは、正規表現パターンセットを参照します。このパターン
セットは、ルールとは無関係に作成し、維持します。これにより、1 つのセットを複数のルール
で使用できます。参照された正規表現パターンセットを更新すると、AWS WAF はそれを参照す
るすべてのルールを自動的に更新します。
正規表現パターンセットの作成および管理については、「正規表現パターンセットの作成と管
理 (p. 121)」を参照してください。
正規表現パターンセット一致ステートメントは、選択されたリクエストコンポーネントに含まれるセット
のパターンを検索するように AWS WAF に指示します。リクエストコンポーネントがセット内のいずれか
のパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと一致します。
論理を使用して正規表現パターンの一致を組み合わせる場合、例えば、一部の正規表現と照合し、他の正
規表現とは照合しない場合は、正規表現一致ルールステートメント (p. 99) を使用することを検討して
ください。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU - 基本コストとして 25 WCU。[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエストコン
ポーネントを使用する場合、10 WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコンポーネ
ントを使用する場合、基本コストの WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10 WCU
を追加します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。
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このステートメントには、次の設定が必要です。
• 正規表現パターンセットの指定 - 使用する正規表現パターンセットをリストから選択するか、新しい IP
セットを作成します。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Match type] (一致タイプ) で [String match condition] (文字列一致条件) >
[Matches pattern from regular expression set] (正規表現セットのパターンに一致) を選択します。
• API ステートメント – RegexPatternSetReferenceStatement

ルールグループステートメント
ルールグループルールステートメントは、ウェブ ACL ルールリストへの参照を、管理されているルールグ
ループに追加します。コンソールのルールステートメントにはこのオプションは表示されませんが、ウェ
ブ ACL の JSON 形式を操作しているときには、追加した独自のルールグループがこのタイプとしてウェ
ブ ACL ルールに表示されます。独自のルールグループの使用については、「独自のルールグループの管
理 (p. 80)」を参照してください。
ルールグループをウェブ ACL に追加すると、グループ内の個々のルールを実行対象から除外し、ルールグ
ループ内のすべてのルールのアクションを上書きして、カウントのみを実行することができます。詳細に
ついては、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照してください。
ネスト不可 - このステートメントタイプを他のステートメント内にネストしたり、ルールグループに含め
たりすることはできません。このタイプはウェブ ACL に直接含めることができます。ルールグループス
テートメント内にネスト可能なステートメントの 1 つをスコープダウンステートメントとして追加するこ
とで、ルールグループが評価するリクエストの範囲を絞り込むことができます。
WCU - 作成時にルールグループに設定します。

ステートメントの場所
• コンソール - ウェブ ACL の作成プロセス中に、[Add rules and rule groups] (ルールとルールグループ
の追加) ページで、[Add my own rules and rule groups] (独自のルールとルールグループの追加)、[Rule
group] (ルールグループ) を選択し、使用するルールグループを追加します。
• API ステートメント – RuleGroupReferenceStatement

サイズ制約ルールステートメント
サイズ制約ステートメントは、大なり (>) や小なり (<) などの比較演算子を使用して、バイト数をリクエス
トコンポーネントのサイズと比較します。たとえば、サイズ制約ステートメントを使用して 100 バイトよ
りも長いクエリ文字列を探すことができます。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値に [URI] を選択した場
合、URI の / は 1 文字としてカウントされます。例えば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さに
なります。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU- 1 WCU (基本コストとして)。[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエストコン
ポーネントを使用する場合、10 WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコンポーネ
ントを使用する場合、基本コストの WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10 WCU
を追加します。
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このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。
さらに、このステートメントには、次の設定が必要です。
• Size match condition (サイズ一致条件) - これは、提供するサイズと選択したリクエストコンポーネント
を比較するために使用する数値比較演算子を示します。リストから演算子を選択します。
• Size (サイズ) - 比較で使用するサイズ設定 (バイト単位)。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Match type] (一致タイプ) の [Size match condition] (サイズ一致条件)
で、使用する条件を選択します。
• API ステートメント – SizeConstraintStatement

SQL インジェクション攻撃ルールステートメント
SQL インジェクションルールステートメントは、悪意のある SQL コードを検査します。攻撃者は、デー
タベースを変更したり、データベースからデータを抽出したりするために、悪意のある SQL コードをウェ
ブリクエストに挿入します。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU – 基本コストは、ルールステートメントの感度レベルの設定によって異なります。Low のコストは
20 で、High のコストは 30 です。
[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエストコンポーネントを使用する場合、10
WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコンポーネントを使用する場合、基本コスト
の WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10 WCU を追加します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
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ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、テキスト変
換 (p. 111) を参照してください。
さらに、このステートメントには、次の設定が必要です。
• 感度レベル – この設定は、SQL インジェクション一致基準の感度を調整します。オプションは LOW と
HIGH です。デフォルトの設定は、LOW です。
HIGH 設定は、より多くの SQL インジェクション攻撃を検出するため、推奨される設定です。感度が
高いため、この設定では、特にウェブリクエストに通常とは異なる文字列が一般的に含まれている場合
に、より多くの誤検知が生成されます。ウェブ ACL のテストとチューニング中に、誤検知を軽減する
ためにさらに多くの作業が必要になる場合があります。詳細については、AWS WAF 保護のテストと
チューニング (p. 199) を参照してください。
設定が低いほど、SQL インジェクションの検出の厳格度も緩くなり、誤検知も少なくなります。LOW
は、SQL インジェクション攻撃に対する他の保護を備えているリソースや、誤検知に対する許容度が低
いリソースにとって、より適切な選択肢である可能性があります。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Match type] (一致タイプ) で [Attack match condition] (攻撃一致条件) >
[Contains SQL injection attacks] (SQL インジェクション攻撃を含む) を選択します。
• API ステートメント – SqliMatchStatement

文字列一致ルールステートメント
文字列一致ステートメントは、AWS WAF がリクエストで検索する文字列、検索するリクエストの場所、
および検索する方法を指示します。例えば、リクエストに含まれるクエリ文字列の先頭にある特定の文字
列、またはリクエストの User-agent ヘッダーと完全に一致する特定の文字列を検索できます。通常、文
字列は印刷可能な ASCII 文字で構成されますが、16 進数 0x00 〜 0xFF (10 進数 0 〜 255) の任意の文字を
使用できます。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU – 基本コストは、使用する一致のタイプによって異なります。
• 次の文字列に完全一致 - 2
• 文字列で始まる - 2
• 文字列で終わる - 2
• 文字列を含む - 10
• 単語を含む - 10
[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエストコンポーネントを使用する場合、10
WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコンポーネントを使用する場合、基本コスト
の WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10 WCU を追加します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
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• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。
さらに、このステートメントには、次の設定が必要です。
• String to match (照合する文字列) - これは、AWS WAF が指定されたリクエストコンポーネントと比較す
る文字列です。通常、文字列は印刷可能な ASCII 文字で構成されますが、16 進数 0x00 〜 0xFF (10 進
数 0 〜 255) の任意の文字を使用できます。
• String match condition (文字列の一致条件) - AWS WAF が実行する検索タイプを示します。
• Exactly matches string (次の文字列に完全一致) - リクエストコンポーネントの文字列と値が同一で
す。
• Starts with string (次の文字列で始まる) - この文字列は、リクエストコンポーネントの先頭に出現しま
す。
• Ends with string (次の文字列で終わる) - この文字列は、リクエストコンポーネントの末尾に出現しま
す。
• Contains string (次の文字列を含む) - この文字列は、リクエストコンポーネント内の任意の場所に出現
します。
• Contains word (次の文字列を含む) - 指定した文字列がリクエストコンポーネントに出現する必要があ
ります。このオプションの場合、指定する文字列には英数字またはアンダースコア (A〜Z、a〜z、0〜
9、または_) のみを使用できます。
リクエストが一致するには、次のいずれかに当てはまる必要があります。
• 文字列が、ヘッダーの値など、リクエストコンポーネントの値と正確に一致する。
• 文字列が、リクエストコンポーネントの先頭にあり、英数字または下線 (_) 以外の文字が続く (例:
BadBot;)。
• 文字列が、リクエストコンポーネントの末尾にあり、英数字または下線 (_) 以外の文字が先行する
(例: ;BadBot)。
• 文字列が、リクエストコンポーネントの中央にあり、英数字または下線 (_) 以外の文字が前後にあ
る (例: -BadBot;)。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Match type] (一致タイプ) で [String match condition] (文字列一致条件) を
選択し、一致させる文字列を入力します。
• API ステートメント – ByteMatchStatement

クロスサイトスクリプティング攻撃ルールステートメント
XSS (クロスサイトスクリプティング) 攻撃ステートメントは、ウェブリクエストコンポーネント内の悪意
のあるスクリプトを検査します。XSS 攻撃では、攻撃者は、悪意のあるクライアントサイトスクリプト
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を他の正当なウェブブラウザに挿入するための手段として、悪意のないウェブサイトの脆弱性を利用しま
す。
ネスト可能 - このステートメントタイプはネスト可能です。
WCU- 40 WCU (基本コストとして)。[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) のリクエスト
コンポーネントを使用する場合、10 WCU を追加します。[JSON body] (JSON 本文) のリクエストコン
ポーネントを使用する場合、基本コストの WCU を倍増させます。適用する各テキスト変換について、10
WCU を追加します。
このステートメントタイプは、ウェブリクエストコンポーネントで動作し、次のリクエストコンポーネン
ト設定が必要です。
• [Request components] (リクエストコンポーネント) — ウェブリクエストの検査対象部分 (クエリ文字列
や本文など)。

Warning
リクエストコンポーネント [Body] (本文)、[JSON body] (JSON 本文)、[Headers] (ヘッダー)、
または [Cookies] (cookie) を検査する場合、AWS WAF で検査できるコンテンツの量の制限を
「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」で確認してください。
ウェブリクエストコンポーネントの詳細については、「ウェブリクエストコンポーネント (p. 105)」を
参照してください。
• [Optional text transformations] (オプションのテキスト変換) – リクエストコンポーネントを検査する前
に AWS WAF が実行する変換。例えば、小文字に変換したり、空白を正規化したりできます。複数の
変換を指定すると、AWS WAF は、リストされている順に処理します。詳細については、「テキスト変
換 (p. 111)」を参照してください。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー - [Match type] (一致タイプ) で [Attack match condition] (攻撃一致条件) >
[Contains XSS injection attacks] (SQL インジェクション攻撃を含む) を選択します。
• API ステートメント – XssMatchStatement

ウェブリクエストコンポーネント
このセクションでは、ウェブリクエストのコンポーネントを検査するルールステートメントに指定できる
設定について説明します。使用の詳細については、個別のルールステートメントを参照してください。
リクエストコンポーネントの設定では、コンポーネントタイプ自体と、タイプに依存する追加オプション
を指定する必要があります。例えば、検査するテキストを含むコンポーネントタイプを選択した場合、
AWS WAF によって検査基準が評価される前に適用されるテキスト変換を指定できます。
特に明記されていない限り、ルールステートメントで指定されているリクエストコンポーネントがウェブ
リクエストにない場合、リクエストはルールと一致しません。
目次
• リクエストコンポーネントオプション (p. 106)
• 単一ヘッダー (p. 106)
• すべてのヘッダー (p. 106)
• cookie (p. 107)
• Single query parameter (単一クエリパラメータ) (p. 107)
• All query parameters (すべてのクエリパラメータ) (p. 108)
• URI パス (p. 108)
105

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ルールステートメント

• [Query string] (クエリ文字列) (p. 108)
• [Body] (本文) (p. 108)
• JSON 本文 (p. 108)
• [HTTP method] (HTTP メソッド) (p. 110)
• 過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)
• テキスト変換 (p. 111)

リクエストコンポーネントオプション
このセクションでは、検査のために指定できるウェブリクエストのコンポーネントについて説明します。
ウェブリクエスト内のパターンを検索する一致ルールステートメントのリクエストコンポーネントを指定
します。これらのステートメントのタイプには、文字列一致、正規表現一致、サイズ制約、SQL インジェ
クション攻撃などのステートメントがあります。リクエストコンポーネント設定の使用方法については、
個々のルールステートメントを参照してください。ルールステートメントの詳細については、「ルールス
テートメントリスト (p. 85)」を参照してください。
特に明記されていない限り、ルールステートメントで指定されているリクエストコンポーネントがウェブ
リクエストに含まれていない場合、リクエストはルールと一致しないという結果になります。

Note
リクエストコンポーネントは、それを必要とするルールステートメントごとに 1 つずつ指定しま
す。リクエストの複数のコンポーネントを検査するには、コンポーネントごとにルールステート
メントを作成します。
AWS WAF コンソールと API のドキュメントには、次の場所でのリクエストコンポーネントの設定に関す
るガイダンスが記載されています。
• コンソールのルールビルダー – 通常のルールタイプの [Statement] (ステートメント) 設定で、[Request
components] (コンポーネントをリクエスト) の下の [Inspect] (検査) ダイアログで検査するコンポーネン
トを選択します。
• API ステートメントのコンテンツ – FieldToMatch
このセクションの残りの部分では、ウェブリクエストの検査対象部分のオプションについて説明します。

単一ヘッダー
リクエスト内の単一の名前付きヘッダーが検査されます。このオプションでは、[Header field name] (ヘッ
ダーフィールド名) でヘッダーキー (User-Agent、Referer など) を指定します。

すべてのヘッダー
すべてのリクエストヘッダー (cookie を含む) を検査します。フィルターを適用して、すべてのヘッダーの
サブセットを検査できます。このオプションでは、次の仕様を指定します。
• [Match patterns] (一致パターン) – 検査用のヘッダーのサブセットを取得するために使用するフィル
ター。AWS WAF は、ヘッダーキーでこれらのパターンを検索します。
一致パターン設定は、次のいずれかになります。
• [All] (すべて) – すべてのキーに一致します。すべてのヘッダーのルール検査基準を評価します。
• [Excluded headers] (除外されるヘッダー) – ここで指定した文字列のいずれとも一致しないキーを持つ
ヘッダーのみを検査します。キーの文字列一致は大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要が
あります。
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• [Included headers] (含まれるヘッダー) – ここで指定した文字列のいずれかに一致するキーを持つヘッ
ダーのみを検査します。キーの文字列一致は大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要があり
ます。
• [Match scope] (一致範囲) – AWS WAF がルール検査基準で検査すべきヘッダーの一部。キーと値の両方
に、[Keys] (キー)、[Values] (値)、または [All] (すべて) を指定できます。
• [Oversize handling] (オーバーサイズ処理) – ヘッダーのデータが AWS WAF で処理できるサイズより大
きいリクエストを AWS WAF で処理する方法の指定。検査できるのは、最大で、リクエストヘッダー
の最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の 200 ヘッダーです。コンテンツは、最初の制限に達するま
で、AWS WAF での検査に使用できます。検査を続行するか、検査をスキップするかを選択できます。
検査をスキップする場合、リクエストがルールに一致するとマークするか一致しないとマークするか
を選択できます。オーバーサイズコンテンツの処理の詳細については、「過剰サイズのリクエストコン
ポーネントの処理 (p. 110)」を参照してください。

cookie
すべてのリクエスト cookie を検査します。フィルターを適用して、すべての cookie のサブセットを検査
できます。このオプションでは、次の仕様を指定します。
• [Match patterns] (一致パターン) – 検査用の cookie のサブセットを取得するために使用するフィル
ター。AWS WAF は、cookie キーでこれらのパターンを検索します。
一致パターン設定は、次のいずれかになります。
• [All] (すべて) – すべてのキーに一致します。すべての cookie のルール検査基準を評価します。
• [Excluded cookies] (除外される cookie) – ここで指定した文字列のいずれとも一致しないキーを持つ
cookie のみを検査します。キーの文字列一致は大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要があ
ります。
• [Included cookies] (含まれる cookie) – ここで指定した文字列のいずれかに一致するキーを持つ cookie
のみを検査します。キーの文字列一致は大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要がありま
す。
• [Match scope] (一致範囲) – AWS WAF によってルール検査基準で検査される cookie の対象部分。キー
と値の両方に、[Keys] (キー)、[Values] (値)、または [All] (すべて) を指定できます。
• [Oversize handling] (オーバーサイズ処理) – cookie のデータが AWS WAF で処理できるサイズより大
きいリクエストを AWS WAF で処理する方法の指定。検査できるのは、最大で、リクエスト cookie
の最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の 200 cookie です。コンテンツは、最初の制限に達するま
で、AWS WAF での検査に使用できます。検査を続行するか、検査をスキップするかを選択できます。
検査をスキップする場合、リクエストがルールに一致するとマークするか一致しないとマークするか
を選択できます。オーバーサイズコンテンツの処理の詳細については、「過剰サイズのリクエストコン
ポーネントの処理 (p. 110)」を参照してください。

Single query parameter (単一クエリパラメータ)
クエリ文字列の一部として定義した単一のクエリパラメータが検査されます。AWS WAF では、指定した
パラメータの値が検査されます。
このオプションでは、[Query argument] (クエリ引数) も指定します。例えば、URL が www.xyz.com?
UserName=abc&SalesRegion=seattle である場合は、クエリ引数として UserName または
SalesRegion を指定できます。引数の名前は最大 30 文字です。名前では大文字と小文字が区別
されないため、UserName と指定すると、AWS WAF では UserName のすべてのバリエーション
(username、UsERName など) と一致します。
クエリ文字列に、指定したクエリ引数のインスタンスが複数含まれている場合、AWS WAF では、
すべての値について一致するかを検査します (OR ロジックを使用)。例えば、URL www.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle では、AWS WAF は、指定された名前を boston およ
び seattle に対して評価します。いずれかが一致する場合、検査結果は一致となります。
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All query parameters (すべてのクエリパラメータ)
リクエスト内のすべてのクエリパラメータが検査されます。これは、単一のクエリパラメータコンポー
ネントを選択した場合に似ていますが、AWS WAF では、クエリ文字列に含まれるすべての引数の値を
検査します。例えば、URL が www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle である場合
は、UserName または SalesRegion の値が検査基準に一致すると、AWS WAF は一致をトリガーしま
す。
このオプションを選択すると、基本コストに 10 WCU が追加されます。

URI パス
URL 内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など) が検査されます。詳細については、
「Uniform Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
このオプションでテキスト変換を使用しない場合、AWS WAF は URI を正規化せず、リクエストでクライ
アントから受信したとおりに検査します。テキスト変換については、「テキスト変換 (p. 111)」を参照し
てください。

[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合) が検査されます。

Note
クロスサイトスクリプティングの一致ステートメントについては、[Query string] (クエリ文字
列) ではなく、[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) を選択することをお勧めしま
す。[All query parameters] (すべてのクエリパラメータ) を選択すると、基本コストに 10 WCU が
追加されます。

[Body] (本文)
プレーンテキストとして評価されて、リクエストボディが検査されます。また、JSON コンテンツタイプ
を使用して、本文を JSON として評価することもできます。
リクエストボディは、リクエストの一部で、リクエストヘッダーの直後に続く部分です。これには、
フォームからのデータなど、ウェブリクエストに必要な追加データが含まれます。
• コンソールで、[Content type] (コンテンツタイプ) の [Plain text] (プレーンテキスト) を選択し
て、[Request option] (リクエストオプション) の [Body] (本文) でこれを選択します。
• API では、ルールの FieldToMatch の指定で、リクエストボディをプレーンテキストとして検査する
ように Body を指定します。
このコンポーネントタイプには、オーバーサイズの処理を指定する必要があります。リクエストの本文の
最初の 8 KB (8,192 バイト) を検査できます。オーバーサイズの処理には、本文のデータが AWS WAF で
検査できるサイズより大きいリクエストを AWS WAF で処理する方法が定義されます。検査を続行する
か、検査をスキップするかを選択できます。検査をスキップする場合、リクエストがルールに一致すると
マークするか一致しないとマークするかを選択できます。オーバーサイズコンテンツの処理の詳細につい
ては、「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」を参照してください。
本文を解析された JSON として評価することもできます。これに関する詳細については、次のセクション
を参照してください。

JSON 本文
JSON として評価されて、リクエストボディが検査されます。本文をプレーンテキストとして評価するこ
ともできます。
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リクエストボディは、リクエストの一部で、リクエストヘッダーの直後に続く部分です。これには、
フォームからのデータなど、ウェブリクエストに必要な追加データが含まれます。
• コンソールで、[Content type] (コンテンツタイプ) の [JSON] を選択して、[Request option] (リクエスト
オプション) の [Body] (本文) でこれを選択します。
• API で、ルールの FieldToMatch の指定で JsonBody を指定します。
このコンポーネントタイプには、オーバーサイズの処理を指定する必要があります。リクエストの本文の
最初の 8 KB (8,192 バイト) を検査できます。オーバーサイズの処理には、本文のデータが AWS WAF で
検査できるサイズより大きいリクエストを AWS WAF で処理する方法が定義されます。検査を続行する
か、検査をスキップするかを選択できます。検査をスキップする場合、リクエストがルールに一致すると
マークするか一致しないとマークするかを選択できます。オーバーサイズコンテンツの処理の詳細につい
ては、「過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理 (p. 110)」を参照してください。
AWS WAF がウェブリクエストボディを解析された JSON として検査する場合、JSON から要素を解析お
よび抽出し、ルールの一致ステートメントの基準を使用して指定した部分を検査します。
このオプションを選択すると、一致ステートメントの基本コスト WCU が 2 倍になります。例えば、一致
ステートメントのベースコストが JSON 解析なしで 5 WCU の場合、JSON 解析を使用すると、コストが
10 WCU に倍増します。
このオプションを使用すると、AWS WAF でウェブリクエストボディに対して 2 つの一致パターンが実
行されます。次のように、最初の一致パターンの出力が 2 番目の一致パターンへの入力として使用されま
す。
1. AWS WAF は、JSON コンテンツを解析して抽出し、検査対象の要素を識別します。これを行うため
に、AWS WAF はルールの JSON 本文の仕様で指定した基準を使用します。
2. AWS WAF は、抽出された要素にテキスト変換を適用し、結果として生じる JSON 要素のセットをルー
ルステートメントの一致基準と照合します。いずれかの要素が一致する場合、ウェブリクエストはルー
ルに一致します。
検査する JSON 要素を識別するために、最初のパターン一致ステップで AWS WAF が使用できるように次
の基準を指定します。
• [Body parsing fallback behavior] (本文解析のフォールバック動作) – JSON 本文の完全な解析に失敗した
場合の AWS WAF の対応。オプションは次のとおりです。
• [None (default behavior)] (なし (デフォルトの動作)) - AWS WAF は解析エラーが発生する時点までの
コンテンツを評価します。
• [Evaluate as string] (文字列として評価) - プレーンテキストとして本文を検査します。AWS WAF
は、JSON 検査用に定義したテキスト変換と検査基準を本文テキスト文字列に適用します。
• [Match] (一致) - ウェブリクエストをルールステートメントと一致するものとして扱います。AWS
WAF はルールアクションをリクエストに適用します。
• 一致なし - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
AWS WAF は、JSON 本文全体を解析するために最善を尽くしますが、無効な文字、重複キー、切り詰
め、ルートノードがオブジェクトまたは配列でないコンテンツなどの理由で強制的に停止されることが
あります。
AWS WAF は、次の例の JSON を 2 つの有効なキーと値のペアとして解析します。
• カンマ不足: {"key1":"value1""key2":"value2"}
• コロン不足: {"key1":"value1","key2""value2"}
• 余分なコロン: {"key1"::"value1","key2""value2"}
• JSON 一致範囲 – AWS WAF が検査する必要がある JSON の要素のタイプ。キーと値の両方に、[Keys]
(キー)、[Values] (値)、または [All] (すべて) を指定できます。
• 検査するコンテンツ – AWS WAF が検査する、解析および抽出された JSON 内の要素。
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いずれかを指定する必要があります。
• [Full JSON content] (完全な JSON コンテンツ) - 解析された JSON のすべての要素を評価します。
• [Only included elements] (含まれる要素のみ) - 指定した JSON ポインター基準に一致する JSON の要
素のみを評価します。JSON Pointer 構文の詳細については、インターネットエンジニアリングタスク
フォース (IETF) ドキュメントの「JavaScript Object Notation (JSON) Pointer」を参照してください。
このオプションを使用して、JSON にすべてのパスを含めないでください。代わりに [Full JSON
content] (完全な JSON コンテンツ) を使用してください。
例えば、コンソールで次の内容を指定できます。
/dogs/0/name
/dogs/1/name

API または CLI では、次を指定できます。
"IncludedPaths": ["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"]

JSON 本文の検査シナリオの例
含まれる要素の設定が /a/b の場合、次の JSON 本文については次のとおりです。
{

}

"a":{
"c":"d",
"b":{
"e":{
"f":"g"
}
}
}

次のリストは、AWS WAF が一致範囲の各設定について何を評価するかを示しています。含まれている要
素のパスの一部であるキー b は評価されません。
• 一致範囲がすべてに設定されている場合: e、f,、および g。
• 一致範囲がキーに設定されている場合: e および f。
• 一致範囲が値に設定されている場合: g。

[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストの HTTP メソッドが検査されます。HTTP メソッドは、ウェブリクエストで保護されたリソー
スに実行を求めているオペレーションのタイプを示します。

過剰サイズのリクエストコンポーネントの処理
AWS WAF は、本文、ヘッダー、または cookie リクエストコンポーネントの非常に大きなコンテンツの検
査をサポートしていません。基盤となるホストサービスには、検査用に AWS WAF に転送する数とサイズ
の制限があります。例えば、ホストサービスは 200 を超えるヘッダーを AWS WAF に送信しません。した
がって、205 ヘッダーを持つウェブリクエストの場合、AWS WAF では最後の 5 つのヘッダーを検査でき
ません。AWS WAF でウェブリクエストが保護されたリソースに進むことが許可されると、ウェブリクエ
スト全体が送信されます。これには、AWS WAF で検査できた、数とサイズの制限外にあるコンテンツも
含まれます。
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制限は次のとおりです。
• Body および JSON Body – リクエストの本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) を検査できます。
• Headers – 検査できるのは、最大で、リクエストヘッダーの最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の
200 ヘッダーです。コンテンツは、最初の制限に達するまで、AWS WAF での検査に使用できます。
• Cookies – 検査できるのは、最大で、リクエスト cookie の最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の
200 cookie です。コンテンツは、最初の制限に達するまで、AWS WAF での検査に使用できます。
これらのコンポーネントについては、ルールステートメントを定義するときに、オーバーサイズ処理の手
順を指定します。オーバーサイズ処理では、ルールで検査するリクエストコンポーネントが制限を超えて
いるときにウェブリクエストを処理する方法を AWS WAF に指示します。
オーバーサイズ処理のオプションは次のとおりです。
• Continue – ルールの検査基準に従って、リクエストコンポーネントを通常どおり検査します。AWS
WAF では、サイズ制限内にあるリクエストコンポーネントのコンテンツが検査されます。
• Match – ウェブリクエストをルールステートメントと一致するものとして扱います。AWS WAF では、
ルールの検査基準に対してリクエストを評価せずに、ルールアクションをリクエストに適用します。
• No match – ウェブリクエストを、ルールの検査基準に対して評価せずに、ルールステートメントと一
致しないものとして処理します。AWS WAF では、一致しないルールの場合と同様に、ウェブ ACL 内の
残りのルールを使用して、ウェブリクエストの検査を続行します。
AWS WAF コンソールで、これらの処理オプションのいずれかを選択する必要があります。コンソールの
外では、デフォルトは Continue です。
Block に設定されたアクションを含むルールで Match オプションを使用する場合、ルールはコンポーネ
ントタイプが大きすぎるリクエストをブロックします。その他の設定では、リクエストの最終的な処置
は、ウェブ ACL 内の他のルールの設定や、ウェブ ACL のデフォルトアクション設定など、さまざまな要
因に応じて異なります。
サイズと数の制限は、使用するすべてのルールに適用されます。これには、マネージドルールグループ内
および別のアカウントと共有しているルールグループ内にある、使用しているが管理されていないルール
が含まれます。これらのケースでオーバーサイズのコンポーネントを管理する方法については、「リクエ
ストボディ、ヘッダー、cookie の検査 (p. 117)」を参照してください。

テキスト変換
パターンを探すステートメント、または制約を設定するステートメントで、リクエストを検査する前に
AWS WAF が適用する変換を指定できます。変換では、AWS WAF をバイパスするために攻撃者が使用す
る異常なフォーマットの一部を削除するために、ウェブリクエストが再フォーマットされます。
これを JSON 本文リクエストコンポーネントの選択で使用する場合、AWS WAF は JSON から検査す
る要素を解析および抽出した後、変換を適用します。詳細については、前のセクションの「JSON 本
文 (p. 108)」を参照してください。
複数の変換が指定された場合、AWS WAF は変換の適用順序も設定します。
WCU - テキスト変換ごとには 10 個の WCU。
AWS WAF コンソールと API のドキュメントには、次の場所でのこれらの設定に関するガイダンスも記載
されています。
• コンソールのルールビルダー - [Text transformation] (テキスト変換)。このオプションは、リクエストコ
ンポーネントの使用時に選択できます。
• API ステートメントのコンテンツ – TextTransformations
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テキスト変換のオプション
Base64 デコード
AWS WAF は、Base64 でエンコードされた文字列をデコードします。
Base64 デコードテキスト
AWS WAF は Base64 でエンコードされた文字列をデコードしますが、無効な文字を無視する寛容な
実装を使用します。
コマンドライン
このオプションは、攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインコマンドを挿入し、異常な
フォーマットを使用して、コマンドの一部またはすべてを偽装する状況を緩和します。
このオプションを使用して、次の変換を実行します。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 A-Z を小文字 a-z に変換します。
空白を圧縮する
AWS WAF は、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換え、次の文字を空白文字 (10 進数の 32) に
置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数の 12
• \t、タブ、10 進数の 9
• \n、改行、10 進数の 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数の 13
• \v、垂直タブ、10 進数の 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
CSS デコード
AWS WAF は、CSS 2.x エスケープルール syndata.html#characters を使用してエンコードさ
れた文字をデコードします。この関数は、デコード処理で最大 2 バイトを使用するため、通常はエ
ンコードされない CSS エンコーディングを使用してエンコードされた ASCII 文字を発見するのに役
立ちます。また、バックスラッシュと 16 進数以外の文字の組み合わせである回避対策にも役立ちま
す。例えば、javascript の場合は ja\vascript とします。
エスケープシーケンスデコード
AWS WAF は、次の ANSI C エスケープシーケンスをデコードします: \a, \b, \f, \n, \r, \t,
\v, \\, \?, \', \", \xHH (hexadecimal), \0OOO (octal)。有効でないエンコーディン
グは出力に残ります。
16 進数のデコード
AWS WAF は、16 進数の文字列をバイナリにデコードします。
HTML エンティティのデコード
AWS WAF は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えます。
• &quot; を " に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• &lt; を < に置き換えます。
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• &gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
JS デコード
AWS WAF は、JavaScript のエスケープシーケンスをデコードします。\uHHHH コードが FF01-FF5E
の全角 ASCII コード範囲内にある場合、高位バイトを使用して下位バイトが検出され、調整されま
す。そうでない場合は、下位バイトのみが使用され、上位バイトはゼロになり、情報が失われる可能
性があります。
小文字
AWS WAF は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
MD5
AWS WAF は、入力内のデータから MD5 ハッシュを計算します。計算されたハッシュは生のバイナ
リ形式です。
[None] (なし)
AWS WAF は、テキスト変換なしで、受信したとおりにウェブリクエストを検査します。
正規化パス
AWS WAF は、入力文字列から、入力の先頭にない複数のスラッシュ、ディレクトリ自己参照、およ
びディレクトリバックリファレンスを削除します。
正規化パス win
AWS WAF はこれを NORMALIZE_PATH のように処理しますが、最初にバックスラッシュ文字をフォ
ワードスラッシュに変換します。
null を削除する
AWS WAF は入力からすべての NULL バイトを削除します。
コメントを置換する
AWS WAF は、C スタイルのコメント (/* ... */) の各出現を 1 つのスペースに置き換えます。コメント
が複数連続しているときは、圧縮しません。コメントの終端がないときもスペース (ASCII 0x20) に置
き換えられます。コメントの終端 (*/) のみがあるときは変更されません。
null を置換する
AWS WAF は入力の NULL バイトをスペース文字 (ASCII 0x20) に置き換えます。
SQL 16 進数デコード
AWS WAF は、SQL 16 進数のデータをデコードします。例えば、(0x414243) は (ABC) にデコードさ
れます。
[URL decode] (URL デコード)
AWS WAF は、URL でエンコードされた値をデコードします。
URL デコード Uni
URL_DECODE と同様ですが、Microsoft 固有の %u エンコーディングをサポートしています。コードが
FF01-FF5E の全角 ASCII コード範囲内にある場合、高位バイトを使用して下位バイトが検出され、
調整されます。それ以外の場合は、下位バイトのみが使用され、高位バイトはゼロになります。
Unicode への UTF8
AWS WAF は、すべての UTF-8 文字シーケンスを Unicode に変換します。これは、英語以外の言語
の入力正規化や、偽陽性および偽陰性を最小限に抑えるのに役立ちます。
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セットまたはルールグループを参照するステートメント
一部のルールは、再利用可能なエンティティ、およびユーザー、AWS、または AWS Marketplace 販売者
によってウェブ ACL の外部で管理されるエンティティを使用します。再利用可能なエンティティが更新さ
れると、AWS WAF は更新をルールに伝達します。例えば、ウェブ ACL で AWS マネージドルールのルー
ルグループを使用している場合、AWS がルールグループを更新するときに、AWS はウェブ ACL に変更を
伝達してその動作を更新します。ルールで IP セットステートメントを使用している場合、セットを更新す
ると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールに変更を伝達するため、これらのルールを使用するす
べてのウェブ ACL に変更が反映されて最新に保たれます。
ルールステートメントで使用できる再利用可能なエンティティを次に示します。
• IP セット - 独自の IP セットを作成および管理します。コンソールでは、ナビゲーションペインから
これらにアクセスできます。IP セットの管理については、「IP セットおよび正規表現パターンセッ
ト (p. 119)」を参照してください。
• 正規表現一致セット - 独自の正規表現一致セットを作成および管理します。コンソールでは、ナビゲー
ションペインからこれらにアクセスできます。正規表現パターンセットの管理については、「IP セット
および正規表現パターンセット (p. 119)」を参照してください。
• AWS マネージドルールのルールグループ – AWS はこれらのルールグループを管理します。コンソール
では、マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する際にこれらを使用できます。これらの詳細に
ついては、「AWS マネージドルールのルールグループのリスト (p. 35)」を参照してください。
• AWS Marketplace マネージドルールグループ - これらのルールグループは、AWS Marketplace 販売者が
管理し、ユーザーはサブスクライブして使用できます。サブスクリプションを管理するには、コンソー
ルのナビゲーションペインで [AWS Marketplace] を選択します。AWS Marketplace マネージドルール
グループは、マネージドルールグループをウェブ ACL に追加するときにリストされます。まだサブス
クライブしていないルールグループについては、そのページに AWS Marketplace へのリンクもありま
す。AWS Marketplace 販売者マネージドルールグループの詳細については、「AWS Marketplace マネー
ジドルールグループ (p. 78)」を参照してください。
• 独自のルールグループ - マネージドルールグループでは利用できない動作が必要な場合は通常、独自の
ルールグループを管理します。コンソールでは、ナビゲーションペインからこれらにアクセスできま
す。詳細については、「独自のルールグループの管理 (p. 80)」を参照してください。
参照先のセットまたはルールグループの削除
参照先のエンティティを削除すると、AWS WAF はウェブ ACL で現在使用されているかどうかを確認しま
す。使用中であることが確認されると、AWS WAF は警告を表示します。AWS WAF はほとんどの場合、
エンティティがウェブ ACL によって参照されているかどうかを判別できます。ただし、まれに判別できな
いことがあります。削除するエンティティが使用中でないことを確認する必要がある場合は、削除する前
にウェブ ACL でエンティティを確認してください。

スコープダウンステートメント
いくつかのルール内でスコープダウンステートメントを追加できます。スコープダウンステートメント
は、ルールが評価するリクエストのスコープを絞り込みます。ルールにスコープダウンステートメント
がある場合、トラフィックは最初にスコープダウンステートメントを使用して評価されます。一致する
場合は、ルールの標準の基準を使用して評価されます。スコープダウンステートメントに一致しないトラ
フィックは、ルールに一致しないという結果になります。AWS WAF はそれ以上の評価は行いません。
スコープダウンステートメントは、次のステートメントタイプ内で定義できます。
• マネージドルールグループステートメント – スコープダウンステートメントをマネージドルールグルー
プステートメントに追加すると、スコープダウンステートメントと一致しないすべてのリクエストは、
ルールグループと一致しません。スコープダウンステートメントに一致するリクエストのみがルール
グループに対して評価されます。評価されたリクエスト数に基づいて料金が発生するマネージドルール
グループでは、スコープダウンステートメントはコストを抑えるのに役立ちます。マネージドルールグ
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ループステートメントの詳細については、「マネージドルールグループステートメント (p. 94)」を参
照してください。
• レートベースのルールステートメント – スコープダウンステートメントのないレートベースのルール
は、アプリケーションに着信するすべてのリクエストのレートを制御します。特定のカテゴリのリク
エストのレートのみを制御する場合は、レートベースのルールにスコープダウンステートメントを追加
します。例えば、特定の地理的場所からのリクエストのレートのみを追跡および制御するには、地理的
一致ルールの地理的場所をスコープダウンステートメントとして指定します。レートベースのルールス
テートメントの詳細については、「レートベースのルールステートメント (p. 97)」を参照してくださ
い。
スコープダウンステートメントでは、任意のネスト可能なルールを使用できます。スコープダウンステー
トメントの WCU は、そのステートメントで使用するルールステートメントに必要な WCU として計算さ
れます。使用可能なステートメントのリストについては、「ルールステートメントリスト (p. 85)」を参
照してください。

転送された IP アドレス
このセクションは、ウェブリクエストの IP アドレスを使用するルールステートメントに適用されます。
デフォルトでは、AWS WAF は、ウェブリクエストの発信元からの IP アドレスを使用します。ただし、
ウェブリクエストが 1 つ以上のプロキシまたはロードバランサーを通過する場合、ウェブリクエストの
発信元には、クライアントの発信アドレスではなく、最後のプロキシのアドレスが含まれます。この場
合、通常、発信元のクライアントアドレスは別の HTTP ヘッダーに転送されます。このヘッダーは通常
X-Forwarded-For (XFF) ですが、別のヘッダーにすることもできます。
IP アドレスを使用するルールステートメント
IP アドレスを使用するルールステートメントは次のとおりです。
• IP セット一致 (p. 92) - IP セットで定義されているアドレスと一致する IP アドレスを検査します。
• 地理的一致 (p. 91) - IP アドレスを使用して発信元の国を特定し、それを国のリストと照合します。
• レートベース (p. 97) - IP アドレスでリクエストを集約して、個々の IP アドレスがリクエストを過度
に高いレートで送信しないようにします。
ウェブリクエストのオリジンを使用する代わりに、X-Forwarded-For ヘッダーまたは別の HTTP ヘッ
ダーのいずれかから、これらのルールステートメントのいずれかのために、転送された IP アドレスを使用
するように AWS WAF に指示できます。仕様を指定する方法の詳細については、個別のルールステートメ
ントタイプのガイダンスを参照してください。
AWS WAF Bot Control で使用される IP アドレス
Bot Control マネージドルールグループは、AWS WAF からの IP アドレスを使用してボットを検証しま
す。Bot Control を使用し、プロキシまたはロードバランサーを介してルーティングするボットを検証した
場合は、カスタムルールを使用して明示的に許可する必要があります。例えば、転送された IP アドレスを
使用して検証済みボットを検出および許可するカスタム IP セット一致ルールを設定できます。ルールを使
用して、さまざまな方法でボット管理をカスタマイズできます。説明と例については、「AWS WAF Bot
Control (p. 138)」を参照してください。
転送された IP アドレスの使用に関する一般的な考慮事項
転送された IP アドレスを使用する前に、次の一般的な注意事項に留意してください。
• ヘッダーは途中でプロキシによって変更でき、プロキシはヘッダーをさまざまな方法で処理することが
あります。
• 攻撃者は、AWS WAF 検査をバイパスしようとしてヘッダーの内容を変更する可能性があります。
• ヘッダー内の IP アドレスは、形式が正しくないか、無効である可能性があります。
• 指定したヘッダーは、リクエストにまったく存在しない可能性があります。
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AWS WAF で転送された IP アドレスを使用する際の考慮事項
次のリストでは、転送された IP アドレスを AWS WAF で使用するための要件と注意事項について説明し
ます。
• 単一のルールでは、転送された IP アドレス用に 1 つのヘッダーを指定できます。ヘッダーの仕様では、
大文字と小文字は区別されません。
• レートベースのルールステートメントでは、ネストされたスコープステートメントは、転送された IP 設
定を継承しません。転送された IP アドレスを使用する各ステートメントの設定を指定します。
• geo 一致およびレートベースのルールの場合、AWS WAF はヘッダーの最初のアドレスを使用しま
す。例えば、ヘッダーに「10.1.1.1, 127.0.0.0, 10.10.10.10」が含まれている場合、AWS WAF は
「10.1.1.1」を使用します。
• IP セットの一致では、ヘッダーの最初のアドレス、最後のアドレス、または任意のアドレスのいずれ
と照合するかを指定します。いずれかを指定すると、AWS WAF は、ヘッダー内のすべてのアドレス
(最大 10 個) が一致するかどうかを検査します。ヘッダーに 10 個を超えるアドレスが含まれている場
合、AWS WAF は最後の 10 個を検査します。
• 複数のアドレスを含むヘッダーでは、アドレスの間にカンマ区切り文字を使用する必要があります。リ
クエストでカンマ以外の区切り文字が使用されている場合、AWS WAF はヘッダーの IP アドレスの形式
が正しくないとみなします。
• ヘッダー内の IP アドレスが不正な形式であるか、または無効である場合、AWS WAF は、転送された
IP 設定で指定したフォールバック動作に従って、ウェブリクエストをルールに一致するか一致しないか
を指定します。
• 指定したヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF は、ルールをリクエストにまったく適用
しません。これは、AWS WAF がルールアクションを適用せず、フォールバック動作を適用しないこと
を意味します。
• IP アドレス用に転送された IP ヘッダーを使用するルールステートメントでは、ウェブリクエストの発
信元によって報告された IP アドレスは使用されません。
AWS WAF で転送された IP アドレスの使用に関するベストプラクティス
転送された IP アドレスを使用する場合は、次のベストプラクティスを使用します。
• 転送された IP 設定を有効にする前に、リクエストヘッダーの可能な状態をすべて慎重に検討してくださ
い。目的の動作を実現するには、複数のルールを使用する必要がある場合があります。
• 複数の転送された IP ヘッダーを検査したり、ウェブリクエストの発信元と転送された IP ヘッダーを検
査したりするには、IP アドレスのソースごとに 1 つのルールを使用します。
• 無効なヘッダーを持つウェブリクエストをブロックするには、ブロックするようにルールアクションを
設定し、転送された IP 設定のフォールバック動作を一致するように設定します。
転送された IP アドレスの JSON の例
次の geo 一致ステートメントは、発信元の国が US である IP が X-Forwarded-For ヘッダーに含まれて
いる場合にのみ一致します。
{

"Name": "XFFTestGeo",
"Priority": 0,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "XFFTestGeo"
},
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}

"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
],
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
}

次のレートベースのルールは、X-Forwarded-For ヘッダーの最初の IP に基づいてリクエストを集約し
ます。ルールは、ネストされた geo 一致ステートメントに一致するリクエストのみをカウントします。ネ
ストされた geo 一致ステートメントは、X-Forwarded-For ヘッダーを使用して、IP アドレスが US の発
信元の国を示しているかどうかも判断します。示している場合、またはヘッダーが存在していても形式が
間違っている場合、geo 一致ステートメントは一致を返します。
{

}

"Name": "XFFTestRateGeo",
"Priority": 0,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "XFFTestRateGeo"
},
"Statement": {
"RateBasedStatement": {
"Limit": "100",
"AggregateKeyType": "FORWARDED_IP",
"ScopeDownStatement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
],
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
},
"ForwardedIPConfig": {
"HeaderName": "x-forwarded-for",
"FallbackBehavior": "MATCH"
}
}
}

リクエストボディ、ヘッダー、cookie の検査
AWS WAF は、本文、ヘッダー、または cookie リクエストコンポーネントの非常に大きなコンテンツの検
査をサポートしていません。基盤となるホストサービスには、検査用に AWS WAF に転送する数とサイズ
の制限があります。例えば、ホストサービスは 200 を超えるヘッダーを AWS WAF に送信しません。した
がって、205 ヘッダーを持つウェブリクエストの場合、AWS WAF では最後の 5 つのヘッダーを検査でき
ません。AWS WAF でウェブリクエストが保護されたリソースに進むことが許可されると、ウェブリクエ
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スト全体が送信されます。これには、AWS WAF で検査できた、数とサイズの制限外にあるコンテンツも
含まれます。
制限は次のとおりです。
• Body および JSON Body – リクエストの本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) を検査できます。
• Headers – 検査できるのは、最大で、リクエストヘッダーの最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の
200 ヘッダーです。コンテンツは、最初の制限に達するまで、AWS WAF での検査に使用できます。
• Cookies – 検査できるのは、最大で、リクエスト cookie の最初の 8 KB (8,192 バイト) かつ、最初の
200 cookie です。コンテンツは、最初の制限に達するまで、AWS WAF での検査に使用できます。
制限されたリクエストコンポーネントのいずれかを検査するルールを追加または更新する場合は、コン
ポーネント仕様でオーバーサイズコンテンツの処理を指定します。詳細については、過剰サイズのリクエ
ストコンポーネントの処理 (p. 110) を参照してください。
別のアカウントと共有しているマネージドルールグループまたはルールグループを使用する場合、ルール
グループに制限されたリクエストコンポーネントを検査するルールがあっても、そのルールではオーバー
サイズコンテンツが必要な方法で処理されない場合があります。AWS マネージドルールの詳細について
は、「AWS マネージドルールのルールグループのリスト (p. 35)」を参照してください。他のルールグ
ループの詳細については、ルールグループプロバイダーにお問い合わせください。
ウェブ ACL でオーバーサイズのコンポーネントを処理する方法は、リクエストコンポーネントのコンテン
ツの予想サイズ、ウェブ ACL のデフォルトリクエスト処理、ウェブ ACL 内の他のルールがリクエストと
一致して処理する方法など、さまざまな要因によって異なります。
オーバーサイズのウェブリクエストコンポーネントを管理するための一般的なガイドラインを次に示しま
す。
• オーバーサイズのコンポーネントコンテンツを含む一部のリクエストを許可する必要がある場合は、可
能な場合は、それらのリクエストのみを明示的に許可するルールを追加します。同じコンポーネントタ
イプを検査するウェブ ACL 内の他のルールより先に実行されるように、これらのルールの優先度を上げ
ます。この方法では、AWS WAF を使用して、保護されたリソースに渡すことができるオーバーサイズ
コンポーネントのコンテンツ全体は検査できません。
• 他のすべてのリクエストでは、次のように、制限を超えるリクエストをブロックすることで、余計なバ
イトが通過するのを防ぐことができます。
• ルールとルールグループ – サイズが制限されたコンポーネントを検査するルールで、制限を超える
リクエストをブロックするようにオーバーサイズの処理を設定します。例えば、ルールで特定のヘッ
ダーコンテンツを含むリクエストをブロックする場合、オーバーサイズのヘッダーコンテンツを持つ
リクエストでは、すべて一致するようにオーバーサイズの処理を設定できます。別の例として、ウェ
ブ ACL がデフォルトでリクエストをブロックし、ルールで特定のヘッダーコンテンツが許可されて
いる場合、オーバーサイズのヘッダーコンテンツを持つリクエストでは、すべて一致しないように、
ルールのオーバーサイズ処理を設定できます。処理オプションの詳細については、「過剰サイズのリ
クエストコンポーネントの処理 (p. 110)」を参照してください。
• 管理していないルールグループ – 管理していないルールグループでオーバーサイズのリクエストコン
ポーネントを許可しないようにするには、リクエストコンポーネントタイプを検査して制限を超える
リクエストをブロックする別のルールを追加します。ウェブ ACL でそのルールがルールグループより
先に実行されるように、ルールの優先度を上げます。例えば、ウェブ ACL で本文検査ルールを実行す
る前に、オーバーサイズの本文コンテンツを含むリクエストをブロックできます。次の手順では、こ
のタイプのルールを追加する方法について説明します。

オーバーサイズのコンテンツをブロックするルールを追加するには
1.

ウェブ ACL を作成または編集するときは、ルール設定で、[Add rules] (ルールを追加)、[Add my
own rules and rule groups] (独自のルールとルールグループを追加)、[Rule builder] (ルールビル
ダー)、[Rule visual editor] (ルールビジュアルエディタ) の順に選択します。ウェブ ACL の作成または
編集のガイダンスについては、「ウェブ ACL の使用 (p. 17)」を参照してください。
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2.

ルールの名前を入力し、[Type] (タイプ) 設定を [Regular rule] (通常のルール) のままにします。

3.

次の一致設定をデフォルトから変更します。
a.

[Statement] (ステートメント) の [Inspect] (検査) で、ドロップダウンを開き、必要なウェブリクエ
ストコンポーネント ([Body] (本文)、[Headers] (ヘッダー)、[Cookies] (cookie) のいずれか) を選択
します。

b.
c.

[Match type] (一致タイプ) で、[Size greater than] (次より大きいサイズ:) を選択します。
[Size] (サイズ) に、8192 以上の数を入力します。

4.

d. [Oversize handling] (オーバーサイズ処理) で、[Match] (一致) を選択します。
[Action] (アクション) で、[Block] (ブロック) を選択します。

5.

[Add Rule] (ルールの追加) を選択します。

6.

ルールを追加したら、[Set rule priority] (ルールの優先度の設定) ページで、同じコンポーネントタイ
プを検査するウェブ ACL 内のルールまたはルールグループよりも上に移動します。これにより、優
先順位の数値設定が小さくなり、AWS WAF で最初に評価されるようになります。詳細については、
「ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。

IP セットおよび正規表現パターンセット
AWS WAF は、ルールでそれらを参照することで、使用するセットに、より複雑な情報を保存します。こ
れらのセットにはそれぞれ名前があり、作成時に Amazon リソースネーム (ARN) が割り当てられます。こ
れらのセットは、ルールステートメント内から管理でき、コンソールのナビゲーションペインから単独で
アクセスして管理できます。
更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。
トピック
• IP セットの作成と管理 (p. 119)
• 正規表現パターンセットの作成と管理 (p. 121)

IP セットの作成と管理
IP セットは、ルールステートメントで一緒に使用する IP アドレスと IP アドレス範囲のコレクションを提
供します。IP セットは AWS リソースです。
ウェブ ACL またはルールグループで IP セットを使用するには、まずアドレス指定で AWS リソースの
IPSet を作成します。その後、IP セットルールステートメントをウェブ ACL またはルールグループに追
加するときに、このセットを参照します。
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トピック
• IP セットの作成 (p. 120)
• ルールグループまたはウェブ ACL での IP セットの使用 (p. 120)
• IP セットの編集 (p. 121)
• IP セットの削除 (p. 121)

IP セットの作成
新しい IP セットを作成するには、このセクションの手順に従います。

Note
このセクションの手順に加えて、IP 一致ルールをウェブ ACL またはルールグループに追加する
ときに、新しい IP セットを追加するオプションがあります。このオプションを選択する場合は、
この手順で必要な設定と同じ設定を指定する必要があります。

IP セットを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[IP sets] (IP セット) を選択し、[Create IP set] (IP セットの作成) を選択し
ます。

3.

IP セットの名前と説明を入力します。これらを使用して、セットを使用するときにそのセットを識別
します。

Note
IP セットの作成後は、名前を変更できません。
4.

[Region] (リージョン) で、Global (CloudFront)、または IP セットを保存するリージョンを選択し
ます。リージョン IP セットは、リージョンのリソースを保護するウェブ ACL でのみ使用できま
す。Amazon CloudFront ディストリビューションを保護するウェブ ACL で IP セットを使用するに
は、グローバル (CloudFront) を使用する必要があります。

5.

[IP version] (IP バージョン) で、使用するバージョンを選択します。

6.

[IP addresses] (IP アドレス) テキストボックスに、1 行に 1 つの IP アドレスまたは IP アドレスの範
囲を CIDR 表記で入力します。AWS WAF は、すべての IPv4 および IPv6 CIDR 範囲 (/0 を除く) をサ
ポートします。CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(クラ
スレスドメイン間ルーティング) 記事を参照してください。
次に例を示します。
• IPv4 アドレス 192.0.2.44 を指定するには、192.0.2.44/32 と入力します。
• IPv6 アドレス 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 を指定するには、2620:0:2d0:200:0:0:0:0/128 と入力します。
• IPv4 アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 を指定するには、192.0.2.0/24 と入力します。
• IPv6 アドレス範囲の 2620:0:2d0:200:0:0:0:0～2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff を指定するに
は、2620:0:2d0:200::/64 と入力します。

7.

IP セットの設定を確認し、[Create IP set] (IP セットの作成) を選択します。

ルールグループまたはウェブ ACL での IP セットの使用
IP セットを使用するには、必要なルールグループまたはウェブ ACL に、IP セットを参照するルールス
テートメントを追加します。詳細については、「IP セット一致ルールステートメント (p. 92)」を参照
してください。
120

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
正規表現パターンセットの作成と管理

IP セットの編集
IP セットから IP アドレスまたは IP アドレス範囲を追加または削除する、またはその説明を変更するに
は、次の手順を実行します。

IP セットを編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [IP sets] (IP セット) を選択します。

3.

編集する IP セットを選択したら、[Edit] (編集) を選択します。

4.

必要に応じて IP バージョンとアドレスを変更します。[IP addresses] (IP アドレス) テキストボック
スでは、1 行に 1 つの IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を CIDR 表記で指定する必要がありま
す。AWS WAF は、すべての IPv4 および IPv6 CIDR 範囲 (/0 を除く) をサポートします。CIDR 表記
の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(クラスレスドメイン間ルーティ
ング) 記事を参照してください。アドレスの場合は、1 行に 1 つの IP アドレスまたは IP アドレスの範
囲を CIDR 表記で入力します。
次に例を示します。
• IPv4 アドレス 192.0.2.44 を指定するには、192.0.2.44/32 と入力します。
• IPv6 アドレス 2620:0:2d0:200:0:0:0:0 を指定するには、2620:0:2d0:200:0:0:0:0/128 と入力します。
• IPv4 アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 を指定するには、192.0.2.0/24 と入力します。
• IPv6 アドレス範囲の 2620:0:2d0:200:0:0:0:0～2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff を指定するに
は、2620:0:2d0:200::/64 と入力します。

5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

IP セットの削除
参照セットを削除するには、このセクションのガイダンスに従います。
参照セットとルールグループの削除
IP セット、正規表現パターンセット、ルールグループなど、ウェブ ACL で使用できるエンティティを削
除すると、AWS WAF は、そのエンティティが現在ウェブ ACL で使用されているかどうかを確認します。
使用中であることが確認されると、AWS WAF は警告を表示します。AWS WAF はほとんどの場合、エン
ティティがウェブ ACL によって参照されているかどうかを判別できます。ただし、まれに判別できないこ
とがあります。エンティティが現在使用中でないことを確認する必要がある場合は、削除する前にウェブ
ACL でそのエンティティを確認してください。エンティティが参照されているセットである場合は、ルー
ルグループでエンティティが使用されていないことも確認してください。

IP セットを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [IP sets] (IP セット) を選択します。

3.

削除する IP セットを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

正規表現パターンセットの作成と管理
正規表現パターンセットは、ルールステートメントで一緒に使用する正規表現のコレクションを提供しま
す。正規表現パターンセットは AWS リソースです。
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ウェブ ACL またはルールグループで正規表現パターンセットを使用するには、まず正規表現パターンの仕
様で AWS リソースの RegexPatternSet を作成します。その後、正規表現パターンセットルールステー
トメントをウェブ ACL またはルールグループに追加するときに、このセットを参照します。正規表現パ
ターンセットには、少なくとも1つの正規表現パターンが含まれている必要があります。
正規表現パターンセットに複数の正規表現パターンが含まれている場合、ルールで使用される場合、パ
ターン一致は OR ロジックと組み合わされます。つまり、リクエストコンポーネントがセット内のいずれ
かのパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと一致します。
AWS WAF は、PCRE ライブラリ libpcre で使用されるパターン構文をサポートします。ライブラリ
は、「PCRE - Perl Compatible Regular Expressions」で文書化されています。
正規表現パターンの使用制限
AWS WAF は、PCRE ライブラリのすべての構成をサポートしているわけではありません。例えば、一部
のゼロ幅アサーションをサポートしますが、すべてではありません。サポートされているコンストラクト
の包括的なリストはありません。ただし、無効な正規表現パターンを指定した場合、またはサポートされ
ていない設定を使用した場合、AWS WAF API は失敗をレポートします。
AWS WAF は、次の PCRE パターンをサポートしていません。
• 後方参照と部分式取得
• サブルーチン参照と再帰パターン
• 条件付きパターン
• バックトラック制御動詞
• \C シングルバイトディレクティブ
• \R 改行一致ディレクティブ
• \K 一致開始位置リセットディレクティブ
• コールアウトと埋め込みコード
• アトミックグループと所有格量指定子
トピック
• 正規表現パターンセットの作成 (p. 122)
• ルールグループまたはウェブ ACL での正規表現パターンセットの使用 (p. 123)
• 正規表現パターンセットの削除 (p. 123)

正規表現パターンセットの作成
新しい正規表現パターンセットを作成するには、このセクションの手順に従います。

正規表現パターンセットを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Regex pattern sets] (正規表現パターンセット) を選択し、[Create regex
pattern set] (正規表現パターンセットを作成) を選択します。

3.

正規表現パターンセットの名前と説明を入力します。これらを使用して、セットを使用するときに識
別します。

Note
正規表現パターンセットの作成後は、名前を変更できません。
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4.

5.

[Region] (リージョン) で、Global (CloudFront)、または正規表現パターンセットを保存するリージョ
ンを選択します。正規表現パターンセットは、リージョンのリソースを保護するウェブ ACL でのみ使
用できます。Amazon CloudFront ディストリビューションを保護するウェブ ACL で正規表現パター
ンセットを使用するには、グローバル (CloudFront) を使用する必要があります。
[Regular expressions] (正規表現) テキストボックスに、1 行につき 1 つの正規表現パターンを入力し
ます。
例えば、正規表現 I[a@]mAB[a@]dRequest
は、IamABadRequest、IamAB@dRequest、I@mABadRequest、および I@mAB@dRequest の文字
列に一致します。
AWS WAF は、PCRE ライブラリ libpcre で使用されるパターン構文をサポートします。ライブラ
リは、「PCRE - Perl Compatible Regular Expressions」で文書化されています。
AWS WAF は、ライブラリのすべての構成をサポートしているわけではありません。例えば、一部の
ゼロ幅アサーションをサポートしますが、すべてではありません。サポートされているコンストラク
トの包括的なリストはありません。ただし、無効な正規表現パターンを指定した場合、またはサポー
トされていない設定を使用した場合、AWS WAF API は失敗をレポートします。
AWS WAF は、次の PCRE パターンをサポートしていません。
• 後方参照と部分式取得
• サブルーチン参照と再帰パターン
• 条件付きパターン
• バックトラック制御動詞
• \C シングルバイトディレクティブ
• \R 改行一致ディレクティブ
• \K 一致開始位置リセットディレクティブ

6.

• コールアウトと埋め込みコード
• アトミックグループと所有格量指定子
正規表現パターンセットの設定を確認し、[Create regex pattern set] (正規表現パターンセットを作成)
を選択します。

ルールグループまたはウェブ ACL での正規表現パターンセット
の使用
ルールグループまたはウェブ ACL で正規表現パターンセットを使用するには、コンソールで、ルールグ
ループまたはウェブ ACL のルールを追加または更新するときに、[Rule builder] (ルールビルダー) インター
フェイスの [Request option] (リクエストオプション) で、パターンセットと比較するリクエストコンポー
ネントを選択します。[Match type] (一致タイプ) > [String match condition] (文字列の一致条件) > [Matches
pattern from regular expression] (正規表現からのパターンに一致) を選択し、使用する正規表現パターン
セットの名前を選択します。

正規表現パターンセットの削除
参照セットを削除するには、このセクションのガイダンスに従います。
参照セットとルールグループの削除
IP セット、正規表現パターンセット、ルールグループなど、ウェブ ACL で使用できるエンティティを削
除すると、AWS WAF は、そのエンティティが現在ウェブ ACL で使用されているかどうかを確認します。
使用中であることが確認されると、AWS WAF は警告を表示します。AWS WAF はほとんどの場合、エン
ティティがウェブ ACL によって参照されているかどうかを判別できます。ただし、まれに判別できないこ
とがあります。エンティティが現在使用中でないことを確認する必要がある場合は、削除する前にウェブ
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ACL でそのエンティティを確認してください。エンティティが参照されているセットである場合は、ルー
ルグループでエンティティが使用されていないことも確認してください。

正規表現パターンセットを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Regex pattern sets] (正規表現パターンセット) を選択します。

3.

削除する正規表現パターンセットを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエスト
とレスポンス
カスタムウェブリクエストおよび応答処理動作を AWS WAF ルールアクションおよびデフォルトのウェブ
ACL アクションに追加できます。カスタム設定は、アタッチ先のアクションが適用されるたびに適用され
ます。
ウェブリクエストとレスポンスは、次の方法でカスタマイズできます。
• 許可、カウント、および CAPTCHA アクションを使用すると、カスタムヘッダーをウェブリクエスト
に挿入できます。AWS WAF がウェブリクエストを保護されたリソースに転送する場合、リクエスト
には、元のリクエスト全体と、挿入したカスタムヘッダーが含まれます。CAPTCHA アクションの場
合、AWS WAF は、リクエストが CAPTCHA 検査に合格した場合にのみカスタマイズを適用します。
• ブロックアクションを使用すると、レスポンスコード、ヘッダー、および本文を使用して、完全なカス
タムレスポンスを定義できます。保護されたリソースは、AWS WAF によって提供されるカスタムレス
ポンスを使用してリクエストに応答します。カスタムレスポンスは、403 (Forbidden) のデフォルト
のブロックアクションのレスポンスの代わりとなります。
カスタマイズできるアクション設定
次のアクション設定を定義する際に、カスタムリクエストまたはレスポンスを指定できます。
• ルールアクション。詳細については、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
• ウェブ ACL のデフォルトアクション。詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決
定 (p. 17)」を参照してください。
カスタマイズできないアクション設定
ウェブ ACL で使用するルールグループについては、上書きアクションでカスタムリクエスト処理を指定
することはできません。「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照してくだ
さい。「マネージドルールグループステートメント (p. 94)」および「ルールグループステートメン
ト (p. 101)」も参照してください。
更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
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• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。
カスタムリクエストとレスポンスの使用制限
AWS WAF は、カスタムリクエストとレスポンスの使用に関する最大設定を定義します。ウェブ ACL また
はルールグループあたりのリクエストヘッダーの最大数、および単一のカスタムレスポンス定義のカスタ
ムヘッダーの最大数はその一例です。詳細については、「AWS WAF のクォータ (p. 231)」を参照してく
ださい。
トピック
• 許可、カウント、および CAPTCHA アクションのカスタムリクエストヘッダーの挿入 (p. 125)
• ブロックアクションのカスタムレスポンス (p. 126)
• カスタムレスポンスでサポートされるステータスコード (p. 129)

許可、カウント、および CAPTCHA アクションのカス
タムリクエストヘッダーの挿入
リクエストの通過を許可するときに、元の HTTP リクエストにカスタムヘッダーを挿入するよう AWS
WAF に指示できます。リクエストにのみ追加できます。元のリクエストの一部を変更したり、置き換えた
りすることはできません。
このオプションは、許可、カウント、または CAPTCHA するように設定されたルールアクション、および
許可するように設定されたウェブ ACL のデフォルトアクションに適用されます。ルールアクションの詳細
については、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。デフォルトのウェブ ACL
アクションの詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 17)」を参照してくだ
さい。
カスタムヘッダー挿入のユースケースには、挿入されたヘッダーに基づいてリクエストを異なる方法で処
理するようにダウンストリームアプリケーションに通知し、分析のためにリクエストのフラグを立てるこ
とが含まれます。
カスタムリクエストヘッダー名
既にリクエストに含まれているヘッダーとの混同を避けるために、AWS WAF は、x-amzn-waf- で挿入
するすべてのリクエストヘッダーにプレフィックスを付けます。例えば、ヘッダー名 sample を指定する
と、AWS WAF はヘッダー x-amzn-waf-sample を挿入します。
同じ名前のヘッダー
AWS WAF がリクエストに挿入しようとしているのと同じ名前のヘッダーが既にある場合、AWS WAF は
ヘッダーを上書きします。したがって、同じ名前の複数のルールでヘッダーを定義すると、リクエストを
検査して一致を見つける最後のルールにはヘッダーが追加され、それよりも前のルールには追加されませ
ん。
カウントまたは CAPTCHA アクションを含むカスタムヘッダー
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カウントアクションと CAPTCHA ルールアクションは、AWS WAF によるウェブリクエストの処理を停止
しません。これらのアクションを使用するルールでカスタムヘッダーを挿入すると、後続のルールでもカ
スタムヘッダーが挿入されることがあります。ルールアクションの動作については、「AWS WAF ルール
アクション (p. 84)」を参照してください。
例えば、表示された順序で優先順位付けされた次のルールがあるとします。
1. カウントアクションと RuleAHeader という名前のカスタマイズされたヘッダーを持つ RuleA。
2. 許可アクションと RuleBHeader という名前のカスタマイズされたヘッダーを持つ RuleB。
リクエストが RuleA と RuleB の両方に一致する場合、AWS WAF はヘッダー x-amzn-wafRuleAHeader と x-amzn-waf-RuleBHeader を挿入してから、保護されたリソースにリクエストを転
送します。
AWS WAF は、リクエストの検査を完了すると、そのウェブリクエストにカスタムヘッダーを挿入しま
す。そのため、アクションがカウントに設定されているルールでカスタムリクエスト処理を使用する場
合、追加したカスタムヘッダーは後続のルールによって検査されません。
カスタムリクエスト処理の例
ルールのアクションまたはウェブ ACL のデフォルトアクション用に、カスタムリクエスト処理を定義しま
す。次のリストは、ウェブ ACL のデフォルトアクションに追加されたカスタム処理用の JSON を示して
います。
{

"Name": "SampleWebACL",
"Scope": "REGIONAL",
"DefaultAction": {
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "fruit",
"Value": "watermelon"
},
{
"Name": "pie",
"Value": "apple"
}
]
}
}
},
"Description": "Sample web ACL with custom request handling configured for default
action.",
"Rules": [],
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "SampleWebACL"
}

}

ブロックアクションのカスタムレスポンス
Block に設定されているルールアクションまたはウェブ ACL のデフォルトアクションについて、カスタ
ム HTTP 応答をクライアントに送り返すよう AWS WAF に指示できます。ルールアクションの詳細につ
いては、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。デフォルトのウェブ ACL ア
クションの詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 17)」を参照してくださ
い。
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ブロックアクションのカスタムレスポンス処理を定義する場合は、ステータスコード、ヘッダー、および
レスポンス本文を定義します。AWS WAF で使用できるステータスコードのリストについては、次のセク
ション「カスタムレスポンスでサポートされるステータスコード (p. 129)」を参照してください。
ユースケース
カスタムレスポンスのユースケースには、次が含まれます。
• 非デフォルトのステータスコードをクライアントに送り返します。
• 静的エラーページをクライアントに送り返します。
• クライアントを別の URL にリダイレクトします。これを行うには、301 (Moved Permanently) ま
たは 302 (Found) などの 3xx リダイレクトステータスコードのいずれかを指定してから、新しい
URL で Location という名前が付けられた新しいヘッダーを指定します。
保護されたリソースで定義したレスポンスとのインタラクション
AWS WAF ブロックアクション用に指定するカスタムレスポンスは、保護されたリソースで定義する応答
の仕様よりも優先されます。
AWS WAF で保護する AWS リソースのホストサービスは、ウェブリクエストについてのカスタムレスポ
ンス処理を許可する場合があります。次に例を示します。
• Amazon CloudFront では、ステータスコードに基づいてエラーページをカスタマイズできます。カスタ
ムエラーページの詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カスタムエラーレ
スポンスの生成」を参照してください。
• Amazon API Gateway では、ゲートウェイのレスポンスコードとステータスコードを定義できます。詳
細については、「Amazon API Gateway デベロッパーガイド」の「API Gateway でのゲートウェイレス
ポンス」を参照してください。
保護された AWS リソースで、AWS WAF カスタムレスポンス設定をカスタムレスポンス設定と組み合わ
せることはできません。個々のウェブリクエストの応答の仕様は、AWS WAF または保護されたリソース
から、そのすべてが取得されます。
AWS WAF がブロックするウェブリクエストの優先順位は次のとおりです。
1. AWS WAF カスタムレスポンス - AWS WAF ブロックアクションでカスタムレスポンスが有効になって
いる場合、保護されたリソースは、設定済みのカスタムレスポンスをクライアントに送信して返しま
す。これは、AWS WAF で定義されているカスタムレスポンスによって指定されるのが、HTTP コード
のみ、カスタムページのみ、またはその両方であるかにかかわらず適用されます。保護されたリソース
自体で定義する応答設定は、効果がありません。
2. 保護されたリソースで定義されているカスタムレスポンス - それ以外の場合、保護されたリソースにカ
スタムレスポンス設定が指定されているときは、保護されたリソースはそれらの設定を使用してクライ
アントに応答します。
3. AWS WAF デフォルトのブロック応答 – それ以外の場合、保護されたリソースは AWS WAF デフォル
トのブロック応答 403 (Forbidden) でクライアントに応答します。
AWS WAF が許可するウェブリクエストの場合、保護されたリソースの設定によって、クライアントに送
り返される応答が決まります。許可されたリクエストについて、AWS WAF で応答設定を行うことはでき
ません。許可されたリクエストについて AWS WAF で設定できる唯一のカスタマイズは、保護されたリ
ソースにリクエストを転送する前に、元のリクエストにカスタムヘッダーを挿入することです。このオプ
ションについては、前のセクション「許可、カウント、および CAPTCHA アクションのカスタムリクエス
トヘッダーの挿入 (p. 125)」で説明しました。
カスタムレスポンス本文
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カスタムレスポンスの本文は、それを使用するウェブ ACL またはルールグループのコンテキスト内で定義
します。カスタムレスポンスボディの定義後、それを作成したウェブ ACL またはルールグループの他の場
所を参照して使用できます。個々のブロックアクション設定では、使用するカスタム本文を参照し、カス
タムレスポンスのステータスコードとヘッダーを定義します。
コンソールでカスタムレスポンスを作成するときは、既に定義したレスポンス本文から選択するか、新し
い本文を作成できます。コンソールの外部では、ウェブ ACL またはルールグループレベルでカスタムレス
ポンス本文を定義し、ウェブ ACL またはルールグループ内のアクション設定から参照します。これは、次
のセクションの JSON の例で示されます。
カスタムレスポンスの例
次の例は、カスタムレスポンス設定を持つルールグループの JSON をリストします。カスタムレスポンス
本文は、ルールグループ全体のために定義され、ルールアクションでキーによって参照されます。
{

"ARN": "test_rulegroup_arn",
"Capacity": 1,
"CustomResponseBodies": {
"CustomResponseBodyKey1": {
"Content": "This is a plain text response body.",
"ContentType": "TEXT_PLAIN"
}
},
"Description": "This is a test rule group.",
"Id": "test_rulegroup_id",
"Name": "TestRuleGroup",
"Rules": [
{
"Action": {
"Block": {
"CustomResponse": {
"CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
"ResponseCode": 404,
"ResponseHeaders": [
{
"Name": "BlockActionHeader1Name",
"Value": "BlockActionHeader1Value"
}
]
}
}
},
"Name": "GeoMatchRule",
"Priority": 1,
"Statement": {
"GeoMatchStatement": {
"CountryCodes": [
"US"
]
}
},
"VisibilityConfig": {
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "TestRuleGroupReferenceMetric",
"SampledRequestsEnabled": true
}
}
],
"VisibilityConfig": {
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
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"MetricName": "TestRuleGroupMetric",
"SampledRequestsEnabled": true

}

}

カスタムレスポンスでサポートされるステータスコー
ド
HTTP ステータスコードの詳細については、「Hypertext Transfer Protocol Status Code Definitions」(ハイ
パーテキスト転送プロトコルのステータスコードの定義) および「List of HTTP status codes」(HTTP ス
テータスコードのリスト) を参照してください。
カスタムレスポンス用に AWS WAF がサポートする HTTP ステータスコードを次に示します。
• 2xx Successful
• 200 – OK
• 201 – Created
• 202 – Accepted
• 204 – No Content
• 206 – Partial Content
• 3xx Redirection
• 300 – Multiple Choices
• 301 – Moved Permanently
• 302 – Found
• 303 – See Other
• 304 – Not Modified
• 307 – Temporary Redirect
• 308 – Permanent Redirect
• 4xx Client Error
• 400 – Bad Request
• 401 – Unauthorized
• 403 – Forbidden
• 404 – Not Found
• 405 – Method Not Allowed
• 408 – Request Timeout
• 409 – Conflict
• 411 – Length Required
• 412 – Precondition Failed
• 413 – Request Entity Too Large
• 414 – Request-URI Too Long
• 415 – Unsupported Media Type
• 416 – Requested Range Not Satisfiable
• 421 – Misdirected Request
• 429 – Too Many Requests
• 5xx Server Error
• 500 – Internal Server Error
• 501 – Not Implemented
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• 502 – Bad Gateway
• 503 – Service Unavailable
• 504 – Gateway Timeout
• 505 – HTTP Version Not Supported

ウェブリクエストのラベル
ラベルはウェブリクエストに追加されるメタデータで、これにより、リクエストに一致するルールが後で
同じウェブ ACL で評価されるルールに一致結果を伝達できるようになります。
• ルールはラベルを追加します – ルールグループ参照ステートメントではないルールは、一致するウェブ
リクエストにラベルを追加できます。ウェブリクエストがルールに一致すると、AWS WAF はルールの
ラベルをリクエストに追加します。ラベルは、AWS WAF によってウェブ ACL に対して評価されている
限り、リクエストに対して引き続き使用できます。
• ラベル一致ステートメントはラベルと照合します – ラベル一致ステートメントを使用して、ルールのリ
クエスト検査基準のラベルと照合できます。ステートメントの詳細については、「ラベル一致ルールス
テートメント (p. 93)」を参照してください。
AWS WAF ラベルの一般的なユースケースには次が含まれます。
• リクエストに対してアクションを実行する前に、複数のルールステートメントに対してウェブリクエス
トを評価する – ウェブ ACL のルールとの一致が見つかった後、AWS WAF は、一致するルールアクショ
ンがカウントである場合にのみ、ウェブ ACL に対して評価を続行します。ラベルを使用すると、ウェブ
リクエストで許可またはブロックするアクションを実行する前に、複数のルールの情報を評価および収
集できます。これを行うには、既存のルールのアクションをカウントに変更し、ラベルを追加します。
一致と、リクエストに対して実行するアクションを示すために、ラベルを使用します。この方法で変更
したルールは、すべて実行して、見つけた一致に関する情報をログやメトリクスなどの宛先に提供でき
ます。その後、最終的な追加ルールで、適用されたラベルを評価し、リクエストの処理方法を決定でき
ます。
• 複数のルール間でロジックを再利用する – 複数のルールで同じロジックを再利用する必要がある場合
は、ラベルを使用してそのロジックを単一のソースにして、結果をテストします。ネストされたルー
ルステートメントの共通のサブセットを使用する複雑なルールが複数ある場合、複雑なルール間で共
通ルールセットを複製すると、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。ラベルを使用すると、
一致するリクエストをカウントし、それらにラベルを追加する共通ルールサブセットを使用して新しい
ルールを作成できます。新しいルールをウェブ ACL に追加して、元の複雑なルールの前に実行されるよ
うにします。その後、元のルールで、共有ルールサブセットを、ラベルをチェックする単一のルールに
置き換えます。
例えば、ログインパスにのみ適用する複数のルールがあるとします。各ルールで潜在的なログインパス
と一致する同じロジックを指定するのではなく、そのロジックを含む 1 つの新しいルールを実装できま
す。新しいルールで、一致するリクエストにラベルを追加して、リクエストがログインパス上にあるこ
とを示します。ウェブ ACL で、この新しいルールの優先順位の数値設定を、元のルールの数値よりも小
さく設定して、最初に実行されるようにします。その後、元のルールで、共有ロジックをラベルの存在
のチェックに置き換えます。ジョブの優先順位の設定については、「ウェブ ACL でのルールおよびルー
ルグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
• ルールグループ内のルールに対する例外を作成する – このオプションは、表示または変更できないマ
ネージドルールグループに特に役立ちます。一部のマネージドルールグループでは、ルールは一致する
ウェブリクエストにラベルを追加して、一致したルールを示し、場合によってはその一致に関する追加
情報を提供します。この方法でリクエストにラベルを追加するルールグループを使用すると、ルールを
カウントモードにして、追加されたラベルに基づいてウェブリクエストを処理するルールグループの後
にルールを実行できます。すべての AWS マネージドルールは、一致するウェブリクエストにラベルを
追加します。詳細については、「AWS マネージドルールのルールグループのリスト (p. 35)」のルー
ルの説明を参照してください。
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AWS マネージドルールのルールグループは、評価するウェブリクエストにラベルを追加します。これら
のラベルのほとんどは、ルールグループ内のルールによって追加されます。一部のラベルは、マネージド
ルールで使用される AWS プロセスによって追加されます。例えば、アカウント乗っ取り防止マネージド
ルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet で使用されるトークンサービスは、リクエストにラベル
を追加します。マネージドルールグループとそれらが追加するラベルの詳細については、「AWS マネージ
ドルールのルールグループのリスト (p. 35)」を参照してください。

ラベリングの仕組み
ルールがウェブリクエストに一致する場合、ルールにラベルが定義されていると、AWS WAF はリクエス
トにラベルを追加します。同じウェブ ACL 内の一致ルールの後に評価されるルールは、ルールが追加され
たラベルにアクセスでき、ラベルと照合できます。
• 単一のウェブ ACL に含まれるすべてのルールは、同じウェブ ACL で既に実行されているルールによっ
て追加されたラベルにアクセスできます。これには、ウェブ ACL 内で直接定義されたルールと、ウェブ
ACL で使用されるルールグループ内のルールが含まれます。ウェブ ACL 評価が終了した後、ラベルは
ウェブリクエストに保持されません。
• ルールが追加するラベルに照らして他のルールが照合するためには、ルールアクションがウェブ ACL に
よるウェブリクエストの評価を終了してはなりません。ルールアクションは Count または CAPTCHA
に設定する必要があります。ウェブ ACL の評価が終了しない場合、ウェブ ACL 内の後続のルールは、
リクエストに対してラベル一致基準を実行できます。ルールアクションの詳細については、「AWS
WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
• ラベルは、1 つのリクエストで最初の 100 個のラベルについて Amazon CloudWatch メトリクスを発行
します。詳細については、Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 528) を参照してください。
• AWS WAF は、ログのラベルについて、リクエストの最初の 100 個のラベルを記録します。ルールアク
ションとともにラベルを使用して、AWS WAF が記録するログをフィルタリングできます。詳細につい
ては、ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179) を参照してください。
• ウェブ ACL 評価では、100 個を超えるラベルをウェブリクエストに適用したり、100 個を超えるラベル
と照合したりできますが、AWS WAF は、ログとメトリクスの最初の 100 個のみを記録します。

ラベル構文と命名要件
ラベルは、プレフィックス、オプションの名前空間、および名前で構成される文字列です。ラベルのコン
ポーネントはコロンで区切られます。ラベルには次の要件と特性があります。
• ラベルでは、大文字と小文字が区別されます。
• 各ラベル名前空間またはラベル名には、最大 128 文字を使用できます。
• ラベルには、最大 5 つの名前空間を指定できます。
• ラベルのコンポーネントはコロン (:) で区切られます。
• ラベルに指定する名前空間または名前で次の予約済み文字列を使用することはできません:
awswaf、aws、waf、rulegroup、webacl、regexpatternset、ipset、および managed。
ラベル構文
完全修飾ラベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名があります。プレフィク
スは、ラベルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキストを識別します。名前空間
は、ラベルのコンテキストを追加するために使用されることがあります。ラベル名は、ラベルの詳細レベ
ルが最も低いレベルになります。多くの場合、リクエストにラベルを追加した特定のルールを示します。
ラベルのプレフィックスは、そのオリジンによって異なります。
• ラベル – ウェブ ACL およびルールグループのルールで作成するラベルの完全なラベル構文を次に示しま
す。エンティティタイプは rulegroup と webacl です。
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awswaf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:<custom
namespace>:...:<label name>

• ラベル名前空間プレフィックス: awswaf:<entity owner account id>:<entity
type>:<entity name>:
• カスタム名前空間の追加: <custom namespace>:…:
ルールグループまたはウェブ ACL でルールのラベルを定義する場合は、カスタム名前空間文字列とラベ
ル名をコントロールします。残りは AWS WAF によって生成されます。AWS WAF は、すべてのラベル
に、awswaf、アカウント、ウェブ ACL またはルールグループエンティティ設定のプレフィックスを自
動的に付けます。
• マネージドルールグループのラベル – マネージドルールグループのルールによって作成されるラベルの
完全なラベル構文を次に示します。
awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:<custom namespace>:...:<label name>

• ラベル名前空間プレフィックス: awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:
• カスタム名前空間の追加: <custom namespace>:…:
すべての AWS マネージドルールのルールグループはラベルを追加します。マネージドルールグループ
の詳細については、「マネージドルールグループ (p. 26)」を参照してください。
• 他の AWS プロセスからのラベル – これらのプロセスは AWS マネージドルールのルールグループに
よって使用されるため、マネージドルールグループを使用して評価するウェブリクエストに追加されて
います。マネージドルールグループによって呼び出されるプロセスが作成するラベルの完全なラベル構
文を次に示します。
awswaf:managed:<process>:<custom namespace>:...:<label name>

• ラベル名前空間プレフィックス: awswaf:managed:<process>:
• カスタム名前空間の追加: <custom namespace>:…:
このタイプのラベルは、AWS プロセスを呼び出すマネージドルールグループ用に一覧表示されます。マ
ネージドルールグループの詳細については、「マネージドルールグループ (p. 26)」を参照してくださ
い。
ルールの例にラベルを付ける
次のラベルの例は、アカウント 111122223333 に属する testRules という名前のルールグループのルー
ルによって定義されています。
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:testNS2:LabelNameA
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:LabelNameQ
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:LabelNameZ

次のリストは、JSON のラベル指定の例を示しています。これらのラベル名には、末尾のラベル名の前に
カスタム名前空間文字列が含まれます。
Rule: {
Name: "label_rule",
Statement: {...}
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}

RuleLabels: [
Name: "header:encoding:utf8",
Name: "header:user_agent:firefox"
],
Action: { Count: {} }

Note
このタイプのリストには、ルール JSON エディタを通じてコンソールでアクセスできます。
前述のラベルの例と同じルールグループおよびアカウントで前述のルールを実行すると、結果として生じ
る完全修飾ラベルは次のようになります。
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:user_agent:firefox

マネージドルールグループのラベル例
AWS マネージドルールのルールグループとそれらが呼び出すプロセスのラベルの例を次に示します。
awswaf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header
awswaf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials
awswaf:managed:token:accepted

一致するウェブリクエストへのラベルの追加
ルールのラベルを定義する際に、AWS WAF は、ルールに一致するリクエストにラベルを追加します。ラ
ベル名前空間プレフィックスに追加するカスタム名前空間文字列と名前を指定することにより、ルールで
ラベルを定義します。AWS WAF は、ルールを定義するコンテキストからプレフィックスを取得します。
これについては、ラベル構文と命名要件 (p. 131) の下のラベル構文情報を参照してください。
次を除いて、任意のルールにラベルを追加でき、AWS WAF はルール一致ステートメントに一致するすべ
てのウェブリクエストにラベルを追加します。
• レートベースのルールの場合、ラベルは特定の IP アドレスのウェブリクエストにのみ追加されますが、
その IP アドレスはレート制限のために AWS WAF によってブロックされます。レートベースルールの
詳細については、「レートベースのルールステートメント (p. 97)」を参照してください。
• ルールグループを参照するステートメントでは、ラベルは許可されません。API を通じてルールグルー
プルールステートメントにラベルを追加しようとすると、そのオペレーションは検証例外をスロー
します。これらのステートメントのタイプについては、「マネージドルールグループステートメン
ト (p. 94)」および「ルールグループステートメント (p. 101)」を参照してください。
WCU – ウェブ ACL またはルールグループのルールで定義する 5 つのラベルごとに 1 つの WCU。

ステートメントの場所
• コンソールのルールビルダー – ルールの [Action] (アクション) 設定の [Label] (ラベル) の下。
• API データタイプ – Rule RuleLabels
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ラベルとの照合
ラベル一致ステートメントを使用して、ウェブリクエストラベルを評価できます。ラベル名が必要な
[Label] (ラベル)、または名前空間の指定が必要な [Namespace] (名前空間) と照合できます。ラベルま
たは名前空間のいずれの場合も、オプションで、前述の名前空間とプレフィックスを指定に含めること
ができます。このステートメントタイプの一般的な情報については、「ラベル一致ルールステートメン
ト (p. 93)」を参照してください。
ラベルのプレフィクスは、ラベルのルールが定義されているルールグループまたはウェブ ACL のコンテ
キストを定義します。ルールのラベル一致ステートメントで、ラベルまたは名前空間の一致文字列でプレ
フィックスが指定されていない場合は、AWS WAF はラベル一致ルールのためにプレフィックスを使用し
ます。
• ウェブ ACL 内で直接定義されたルールのラベルには、ウェブ ACL コンテキストを指定するプレフィッ
クスが付いています。
• ルールグループ内にあるルールのラベルには、ルールグループコンテキストを指定するプレフィクスが
あります。これは、独自のルールグループでも、マネージドルールグループでもかまいません。
これについては、ラベル構文と命名要件 (p. 131) のラベル構文を参照してください。

Note
一部のマネージドルールグループは、ラベルを追加します。DescribeManagedRuleGroup を呼
び出すことにより、API を介してこれらを取得できます。ラベルは、応答の AvailableLabels
プロパティにリストされています。
ルールのコンテキストとは異なるコンテキストにあるルールと照合する場合は、一致文字列にプレフィッ
クスを指定する必要があります。例えば、マネージドルールグループのルールによって追加されたラベル
と照合する場合は、一致文字列でルールグループのプレフィクスとその後に追加の一致基準が指定される
ラベル一致ステートメントを使用して、ウェブ ACL にルールを追加できます。
ラベル一致ステートメントの一致文字列で、ラベルまたは名前空間のいずれかを指定します。
• ラベル – 一致のラベルの指定は、ラベルの終了部分で構成されます。ラベル名の直前に、連続するネー
ムスペースをいくつでも含めて、その後に名前を含めることができます。指定の先頭をプレフィックス
にして、完全修飾ラベルを指定することもできます。
指定の例:
• testNS1:testNS2:LabelNameA
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:testNS2:LabelNameA
• 名前空間 – 一致の名前空間の指定は、名前を除くラベルの指定の連続するサブセットで構成されます。
プレフィックスを含めることができ、1 つ以上の名前空間文字列を含めることができます。
指定の例:
• testNS1:testNS2:
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:

ラベル一致の例
このセクションは、ラベル一致ルールステートメントの一致の指定の例を示します。

Note
これらの JSON リストは、ラベル一致指定を使用してウェブ ACL にルールを追加し、ルールを
編集して Rule JSON エディタに切り替えることでコンソールで作成されました。API またはコマ
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ンドラインインターフェイスを通じて、ルールグループまたはウェブ ACL の JSON を取得する
こともできます。
トピック
• ローカルラベルと照合する (p. 135)
• 別のコンテキストのラベルと照合する (p. 135)
• マネージドルールグループラベルと照合する (p. 136)
• ローカル名前空間と照合する (p. 136)
• マネージドルールグループ名前空間と照合する (p. 137)

ローカルラベルと照合する
次の JSON リストは、このルールと同じコンテキストで、ウェブリクエストにローカルに追加されたラベ
ルのラベル一致ステートメントを示しています。
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
Key: "header:encoding:utf8"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

アカウント 111122223333 でこの一致ステートメントを使用する場合、ウェブ ACL testWebACL のため
に定義するルールで、次のラベルと照合します。
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:testNS1:testNS2:header:encoding:utf8

ラベル文字列が完全に一致しないため、次のラベルには一致しません。
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding2:utf8

コンテキストが同じではないため、次のラベルには一致せず、したがってプレフィックスは一致しませ
ん。これは、ルールが定義されているウェブ ACL testWebACL にルールグループ productionRules を
追加した場合であっても当てはまります。
awswaf:111122223333:rulegroup:productionRules:header:encoding:utf8

別のコンテキストのラベルと照合する
次の JSON リストは、ユーザーが作成したルールグループ内のルールのラベルと照合するラベル一致ルー
ルを示しています。名前が挙げられるルールグループに属さないウェブ ACL で実行されているすべての
ルールの指定では、プレフィックスが必要です。このラベル指定の例では、正確なラベルのみと一致しま
す。
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Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
Key: "awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

マネージドルールグループラベルと照合する
これは、一致ルールのコンテキストとは別のコンテキストからのラベルとの一致の特殊なケースです。次
の JSON リストは、マネージドルールグループラベルのラベル一致ステートメントを示しています。これ
は、ラベル一致ステートメントのキー設定で指定された正確なラベルのみと一致します。
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "LABEL",
Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

ローカル名前空間と照合する
次の JSON リストは、ローカル名前空間のラベル一致ステートメントを示しています。
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "NAMESPACE",
Key: "header:encoding:"
}
},
Labels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

ローカル Label 一致と同様に、アカウント 111122223333 でこのステートメントを使用する場合、ウェ
ブ ACL testWebACL のために定義するルールで、次のラベルと照合します。
awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

アカウントが同じではないため、次のラベルには一致せず、したがってプレフィックスは一致しません。
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awswaf:444455556666:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

プレフィックスは、次のようなマネージドルールグループによって適用されるラベルにも一致しません。
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8

マネージドルールグループ名前空間と照合する
次の JSON リストは、マネージドルールグループ名前空間のラベル一致ステートメントを示しています。
所有しているルールグループの場合、ルールのコンテキスト外にある名前空間と照合するために、プレ
フィックスを指定する必要もあります。
Rule: {
Name: "match_rule",
Statement: {
LabelMatchStatement: {
Scope: "NAMESPACE",
Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:"
}
},
RuleLabels: [
...generate_more_labels...
],
Action: { Block: {} }
}

この指定は、次のサンプルラベルと照合します。
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8

awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:unicode

次のラベルとは一致しません。
awswaf:managed:aws:managed-rule-set:query:badstring

AWS WAF マネージド保護
このセクションでは、AWS WAF によって提供されるマネージド保護機能について説明します。AWS
WAF マネージド保護は、ウェブ ACL およびアプリケーションに実装できる追加の特殊な保護です。
このセクションで説明されている保護に加えて、AWS マネージドルール、AWS Marketplace 販売者、お
よび ルールグループ (p. 25) で他のサービスによって管理されているルールグループに関する一般的な
情報を参照してください。
トピック
• AWS WAF Bot Control (p. 138)
• AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) (p. 151)
• AWS WAF クライアントアプリケーション統合 (p. 160)
• AWS WAF CAPTCHA (p. 173)
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AWS WAF Bot Control
Bot Control は、一般的なボットの分類と識別、一般的に望ましいボットの検証、ボットの信頼度の高い
シグネチャの検出により、サイトに対するボットアクティビティを管理するのに役立ちます。Bot Control
は、AWS マネージドルールグループと、ボット関連のトラフィックの処理をカスタマイズできる AWS
WAF の機能を組み合わせたものです。Bot Control は、このカテゴリのボットトラフィックをモニタリン
グおよび制御できるようにするために、主に自己識別型の非ターゲットボットをターゲットにしていま
す。
Bot Control は、アプリケーションへの共通かつ広範なボットトラフィックに対する可視性とコントロール
を提供するマネージドルールグループです。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
Bot Control を使用すると、スクレーパー、スキャナ、クローラなどのボットを簡単にモニタリング、ブ
ロック、またはレート制限できます。ステータスモニターや検索エンジンなどの一般的なボットを許可す
ることもできます。Bot Control マネージドルールグループを単独で使用するか、他の AWS マネージド
ルールのルールグループと独自のカスタム AWS WAF ルールを使用して、アプリケーションを保護できま
す。
Bot Control には、リクエストサンプリングに基づいて、ボットからの現在のトラフィックの量を示すコン
ソールダッシュボードが含まれています。Bot Control マネージドルールグループをウェブ ACL に追加す
ると、ボットトラフィックに対してアクションを実行したり、アプリケーションへの一般的なボットトラ
フィックに関する詳細なリアルタイム情報を受け取ったりすることができます。
AWS WAF が Bot Control マネージドルールグループに照らしてウェブリクエストを評価する場合、ルー
ルグループは、ボットに関連するものとして検出したリクエスト (ボットのカテゴリやボット名など) にラ
ベルに追加します。独自の AWS WAF ルール内のこれらのラベルと照合して処理をカスタマイズできま
す。Bot Control マネージドルールグループによって生成されるラベルは、Amazon CloudWatch メトリク
スとウェブ ACL ログに含まれます。
AWS Firewall Manager AWS WAF ポリシーを使用して、AWS Organizations の組織の一部である複数のア
カウントのアプリケーション全体に Bot Control マネージドルールグループをデプロイできます。

Bot Control のコンポーネント
Bot Control の実装の主なコンポーネントは次のとおりです。
• AWSManagedRulesBotControlRuleSet – さまざまなカテゴリのボットを検出して処理するルール
を持つ Bot Control マネージドルールグループ。ルールグループのルールについては、「AWS WAF Bot
Control ルールグループ (p. 55)」を参照してください。マネージドルールグループ参照ステートメ
ントを使用して、このルールグループをウェブ ACL に含めます。このルールグループは、ボットトラ
フィックとして検出されたウェブリクエストにラベルを追加します。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
• [Bot Control dashboard] (Bot Control ダッシュボード) – ウェブ ACL のボットモニタリングダッシュボー
ド。ウェブ ACL Bot Control のタブから利用できます。トラフィックをモニタリングし、さまざまなタ
イプのボットからのトラフィックの量を理解するために、このダッシュボードを使用します。これは、
このトピックで説明するように、ボット管理をカスタマイズするための開始点とすることができます。
また、これを使用して、変更を検証し、さまざまなボットやボットカテゴリのアクティビティをモニタ
リングすることもできます。
• ログ記録とメトリクス – ウェブ ACL のログと Amazon CloudWatch メトリクスを検証することで、ボッ
トトラフィックをモニタリングし、Bot Control マネージドルールグループがトラフィックをどのように

138

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
Bot Control

評価および処理するかを理解できます。Bot Control がウェブリクエストに追加するラベルは、ログと
Amazon CloudWatch メトリクスに含まれます。ログとメトリクスの設定と使用については、「ウェブ
ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」 と「Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 528)」を
参照してください。
ニーズと確認できるトラフィックに応じて、Bot Control の実装をカスタマイズできます。例えば、Bot
Control の評価から一部のトラフィックを除外したり、スコープダウンステートメントやラベル一致ルー
ルなどの AWS WAF の機能を使用して、識別したボットトラフィックの一部を処理する方法を変更した
りできます。
• スコープダウンステートメント – Bot Control マネージドルールグループ参照ステートメント内にスコー
プダウンステートメントを追加することにより、Bot Control マネージドルールグループが評価するウェ
ブリクエストの範囲を制限できます。スコープダウンステートメントは、ネスト可能なルールステート
メントとすることができます。スコープダウンステートメントと一致しないトラフィックは、ルールグ
ループと一致せず、Bot Control マネージドルールグループによって評価されません。スコープダウンス
テートメントの詳細については、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。
Bot Control マネージドルールグループの料金は、AWS WAF がルールグループを使用して評価するウェ
ブリクエストの数に基づいています。スコープダウンステートメントを使用して、パスやコンテンツタ
イプによる制限など、ルールグループが評価するリクエストを制限することで、これらのコストを削減
できます。アプリケーションの一部では、他の部分よりも多くの保護が必要になる場合があります。例
えば、ボットを含むすべてのユーザーにホームページのロードを許可しつつ、アプリケーション API に
対するリクエストをブロックできます。
• ラベルとラベル一致ルール – AWS WAF ラベル一致ルールステートメントを使用して、Bot Control ルー
ルグループがウェブリクエストに追加するラベルを評価できます。これにより、Bot Control マネー
ジドルールグループによって識別されるウェブリクエストの処理方法をカスタマイズできます。ラベ
ル付けおよびラベル一致ステートメントの使用の詳細については、「ラベル一致ルールステートメン
ト (p. 93)」および「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を参照してください。
• カスタムリクエストとレスポンス – 許可するリクエストにカスタムヘッダーを追加したり、ラベル一致
を AWS WAF カスタムリクエストおよび応答機能と組み合わせることで、ブロックしたリクエストにつ
いてカスタムレスポンスを送信したりできます。リクエストとレスポンスをカスタマイズする方法につ
いては、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポンス (p. 124)」を参照してくだ
さい。

AWS WAF Bot Control による誤検出
誤検出を最小限に抑えるために、AWS WAF Bot Control マネージドルールグループのルールを慎重に選択
しました。グローバルトラフィックに対してルールをテストし、テストウェブ ACL に対する影響をモニタ
リングします。ただし、トラフィックパターンの変化が原因で誤検出が引き続き検出されることがありま
す。さらに、一部のユースケースは誤検出を引き起こすことが知られており、ウェブトラフィックに特化
したカスタマイズが必要になります。
誤検出が発生する可能性のある状況には、次のような例が含まれます。
• 通常、モバイルアプリにはブラウザ以外のユーザーエージェントがあ
り、SignalNonBrowserUserAgent ルールではデフォルトでブロックされます。モバイルアプリから
のトラフィックや、ブラウザ以外のユーザーエージェントによるその他の正当なトラフィックが予想さ
れる場合は、例外を追加して許可する必要があります。
• アップタイムのモニタリング、統合テスト、マーケティングツールなど、特定のボットトラフィックに
依拠する場合があります。許可するボットトラフィックを Bot Control が識別してブロックする場合は、
独自のルールを追加して処理を変更する必要があります。これは必ずしもすべてのお客様の誤検出のシ
ナリオではありませんが、誤検出のシナリオに該当する場合、誤検出の場合と同じ処理が必要になりま
す。
• Bot Control マネージドルールグループは、AWS WAF からの IP アドレスを使用してボットを検証しま
す。Bot Control を使用し、プロキシまたはロードバランサーを介してルーティングするボットを検証し
た場合は、カスタムルールを使用して明示的に許可する必要がある場合があります。このタイプのカス
タムルールを作成する方法については、「転送された IP アドレス (p. 115)」を参照してください。
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• グローバルに誤検出率が低い Bot Control ルールが特定のデバイスまたはアプリケーションに大きな影
響を与える可能性があります。例えば、テストや検証では、トラフィック量の少ないアプリケーション
や、あまり一般的でないブラウザまたはデバイスからのリクエストが観察されなかった可能性がありま
す。
• 以前から誤検出率が低い Bot Control ルールで有効なトラフィックの誤検出が増加している可能性があり
ます。これは、新しいトラフィックパターンまたは有効なトラフィックを伴って出現するリクエスト属
性が原因となっている可能性があります。これにより、以前は存在していなかったルールと一致するよ
うになる可能性があります。これらの変更は、次のような状況によって発生する可能性があります。
• ロードバランサーやコンテンツ配信ネットワーク (CDN) など、ネットワークアプライアンスを通じて
トラフィックがフローする際に変更されたトラフィックの詳細。
• トラフィックデータの新たな変化 (新しいブラウザや既存のブラウザの新しいバージョンなど)。
AWS WAF Bot Control マネージドルールグループから発生する可能性のある誤検出を処理する方法につい
ては、後のセクション「AWS WAF Bot Control のテストとデプロイ (p. 140)」のガイダンスを参照して
ください。

AWS WAF Bot Control のテストとデプロイ
このセクションでは、サイトのために、AWS WAF Bot Control 実装を設定およびテストするための一般的
なガイダンスを提供します。実行する具体的なステップは、ニーズ、リソース、および受け取るウェブリ
クエストによって異なります。

Note
AWS マネージドルールは、一般的なウェブの脅威からユーザーを保護するように設計されていま
す。ドキュメントに従って使用した場合、AWS マネージドルールのルールグループはアプリケー
ションに別のセキュリティレイヤーを追加します。ただし、AWS マネージドルールのルールグ
ループは、選択した AWS リソースに伴うセキュリティ責任に代わるものではありません。AWS
のリソースが適切に保護されるようにするには、「責任共有モデル」を参照してください。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックに Bot Control 実装をデプロイする前に、トラフィックへの潜在的な影響
に慣れるまで、ステージング環境またはテスト環境でテストおよびチューニングします。その
後、ルールを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテストして
チューニングします。
このガイダンスは、AWS WAF ウェブ ACL、ルール、およびルールグループを作成および管理する方法を
一般的に認識しているユーザーを対象としています。これらのトピックは、このガイドの前のセクション
でカバーされています。

Bot Control の実装を設定およびテストするには
これらのステップを最初にテスト環境で実行し、次に本番環境で実行します。
1.

Bot Control マネージドルールグループを追加する

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
マネージド AWS ルールのルールグループ AWSManagedRulesBotControlRuleSet を新規または既
存のウェブ ACL に追加し、現在のウェブ ACL の動作を変更しないように設定します。
• マネージドルールグループを追加するときは、それを編集し、[Rules] (ルール) ペインで、[Set all
rule actions to count] (すべてのルールアクションをカウントに設定) 切り替えボタンをオンにしま
140

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
Bot Control

す。この設定では、AWS WAF は、ルールグループ内のすべてのルールに対してリクエストを評価
し、その結果の一致のみをカウントしつつ、引き続きリクエストにラベルを追加します。詳細につ
いては、「ルールグループにおけるルールアクションのカウントへの設定 (p. 22)」を参照してく
ださい。
これにより、Bot Control マネージドルールの影響をモニタリングして、例外 (社内のユースケース
や目的のボットの例外など) を追加するかどうかを決定できます。
• ウェブ ACL で最後に評価されるように、ルールグループを配置します。優先順位の設定の数値は、
既に使用している他のルールまたはルールグループよりも高くなります。詳細については、「ウェ
ブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
これにより、現在のトラフィックの処理が中断されることはありません。例えば、SQL インジェ
クションやクロスサイトスクリプティングなどの悪意のあるトラフィックを検出するルールがあ
る場合、そのルールは引き続き検出し、それをログに記録します。または、既知の悪意のないトラ
フィックを許可するルールがある場合、Bot Control マネージドルールグループによってブロックさ
れるようにすることなく、そのトラフィックを許可し続けることができます。テストおよびチュー
ニングのアクティビティ中に、処理順序を調整することもできます。
2.

ウェブ ACL のサンプリング、ログ記録、およびメトリクスの有効化
必要に応じて、ウェブ ACL のログ記録を設定し、サンプリングと Amazon CloudWatch メトリクス
を有効にします。これにより、Bot Control マネージドルールグループとトラフィックとのインタラク
ションをモニタリングできます。
• ログ記録の設定と使用については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照して
ください。
• Amazon CloudWatch メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch によるモニタリン
グ (p. 528)」を参照してください。
• ウェブリクエストサンプリングの詳細については、「ウェブリクエストのサンプルの表
示 (p. 206)」を参照してください。

3.

ウェブ ACL をリソースに関連付ける
ウェブ ACL がリソースに関連付けられていない場合は、関連付けます。詳細については、「ウェブ
ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除 (p. 23)」を参照してください。

4.

トラフィックと Bot Control ルールの一致をモニタリングする
トラフィックがフローしていることと、Bot Control マネージドルールグループのルールが一致する
ウェブリクエストにラベルを追加していることを確認します。ログにラベルが表示され、Amazon
CloudWatch メトリクスでボットとラベルのメトリクスを確認できます。ログでは、ルールグルー
プでカウントするように設定したルールが ruleGroupList の excludedRules の下に表示されま
す。

Note
Bot Control マネージドルールグループは、AWS WAF からの IP アドレスを使用してボッ
トを検証します。Bot Control を使用し、プロキシまたはロードバランサーを介してルー
ティングするボットを検証した場合は、カスタムルールを使用して明示的に許可する必要
がある場合があります。カスタムルールの作成方法については、「転送された IP アドレ
ス (p. 115)」を参照してください。ルールを使用して Bot Control ウェブリクエストの処理
をカスタマイズする方法については、次のステップを参照してください。
ウェブリクエスト処理を詳細にレビューして、カスタム処理で軽減する必要のある誤検出があ
るかどうかを確認してください。誤検知の例については、「AWS WAF Bot Control による誤検
出 (p. 139)」を参照してください。
5.

Bot Control ウェブリクエストの処理をカスタマイズする
必要に応じて、リクエストを明示的に許可またはブロックする独自のルールを追加して、Bot Control
ルールがそのリクエストを処理する方法を変更します。
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これをどのように実行するかはユースケースによって異なりますが、一般的な解決策は次のとおりで
す。
• Bot Control マネージドルールグループの前に追加したルールを含むリクエストを明示的に許可しま
す。これにより、許可されたリクエストが評価のためにルールグループに到達することはありませ
ん。これは、Bot Control マネージドルールグループの使用コストを抑えるのに役立ちます。
• Bot Control マネージドルールグループステートメント内のスコープダウンステートメントを使用し
て、Bot Control 評価からのリクエストを除外します。これは、前述のオプションと同じように機能
します。スコープダウンステートメントと一致しないリクエストがルールグループの評価に到達す
ることはないため、Bot Control マネージドルールグループの使用コストを抑えるのに役立ちます。
スコープダウンステートメントの詳細については、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を
参照してください。
例については、以下を参照してください。
• ボット管理から IP 範囲を除外する (p. 150)
• 制御するボットからのトラフィックを許可する (p. 150)
• リクエスト処理に Bot Control ラベルを使用して、リクエストを許可またはブロックします。Bot
Control マネージドルールグループの後にラベル一致ルールを追加して、ブロックするリクエストか
ら、許可するラベル付きリクエストをブロックするリクエストを除外します。
テスト後、関連する Bot Control ルールをカウントモードで維持し、カスタムルールでリクエストの
処理に関する決定を維持します。ラベル一致ステートメントの詳細については、「ラベル一致ルー
ルステートメント (p. 93)」を参照してください。
この種類のカスタマイズの例については、以下を参照してください。
• ブロックされたユーザーエージェントの例外を作成する (p. 146)
• 特定のブロックされたボットを許可する (p. 145)
• 検証済みボットをブロックする (p. 144)
その他の例については、「AWS WAF Bot Control の例 (p. 142)」を参照してください。
6.

必要に応じて、Bot Control マネージドルールグループ設定を有効にします
状況によっては、一部の Bot Control ルールをカウントモードのままにすると判断していた可能性もあ
ります。ルールグループ内で設定されているときに実行するルールについては、通常のルール設定を
有効にします。これを実行するには、ルールのウェブ ACL ルールグループ設定でカウントモードを無
効にします。

7.

モニタリングおよびチューニング
ウェブリクエストが希望どおりに処理されていることを確認するには、使用することを希望する Bot
Control 機能を有効にした後、トラフィックを注意深くモニタリングします。ルールグループに対する
ルールカウントの上書きと独自のルールを使用して、必要に応じて動作を調整します。

AWS WAF Bot Control の例
このセクションでは、AWS WAF Bot Control 実装の幅広い一般的なユースケースに対応できる設定例を示
します。
各例は、ユースケースの説明を提供し、カスタム設定ルールの JSON リストにそのソリューションを示し
ます。

Note
これらの例に示されている JSON リストは、ルールを設定し、Rule JSON エディタを使用して編
集することにより、コンソールで作成されました。API またはコマンドラインインターフェイス
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を介した get コマンドを使用して、ルールグループ全体またはウェブ ACL 内のルールの JSON
を取得することもできます。
トピック
• AWS WAF Bot Control の例: 簡単な設定 (p. 143)
• AWS WAF Bot Control の例: 検証済みボットを明示的に許可する (p. 143)
• AWS WAF Bot Control の例: 検証済みボットをブロックする (p. 144)
• AWS WAF Bot Control の例: 特定のブロックされたボットを許可する (p. 145)
• AWS WAF Bot Control の例: ブロックされたユーザーエージェントの例外を作成する (p. 146)
• AWS WAF Bot Control の例: ログインページについてのみ Bot Control を使用する (p. 148)
• AWS WAF Bot Control の例: 動的コンテンツについてのみ Bot Control を使用する (p. 149)
• AWS WAF Bot Control の例: ボット管理から IP 範囲を除外する (p. 150)
• AWS WAF Bot Control の例: 制御するボットからのトラフィックを許可する (p. 150)

AWS WAF Bot Control の例: 簡単な設定
次の JSON リストは、AWS WAF Bot Control マネージドルールグループを使用したウェブ ACL の例を示
しています。可視性の設定に注意してください。これにより、モニタリング目的でサンプリングとメトリ
クスを取得できます。
{

}

"Name": "Bot-Beta-WebACL",
"Id": "...",
"ARN": "...",
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"Description": "Bot-Beta-WebACL",
"Rules": [
{
...
},
{
"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}
}
],
"VisibilityConfig": {
...
},
"Capacity": 1496,
"ManagedByFirewallManager": false

AWS WAF Bot Control の例: 検証済みボットを明示的に許可する
AWS WAF Bot Control は、一般的で検証可能なボットであることが AWS によって認識されているボット
をブロックしません。Bot Control が検証済みボットからのウェブリクエストを識別すると、ボットに名前
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を付けるラベルと、検証済みボットであることを示すラベルが追加されます。Bot Control は、既知の正常
なボットがブロックされないように、シグナルラベルなどの他のラベルを追加しません。
検証済みのボットをブロックする他の AWS WAF ルールが存在する可能性があります。検証済みのボッ
トが確実に許可されるようにするには、Bot Control ラベルに基づいてそれらのボットを許可するカスタム
ルールを追加します。ラベルを照合できるように、新しいルールは Bot Control マネージドルールグループ
の後に実行される必要があります。
次のルールは、検証済みボットを明示的に許可します。
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Allow": {}
}

}

AWS WAF Bot Control の例: 検証済みボットをブロックする
検証済みのボットをブロックするには、AWS WAF Bot Control マネージドルールグループの後に実行さ
れるボットをブロックするルールを追加する必要があります。これを行うには、ブロックするボット名を
特定し、ラベル一致ステートメントを使用して、それらを識別してブロックします。検証済みのすべての
ボットをブロックするだけの場合は、bot:name: ラベルとの照合を省略できます。
次のルールは、bingbot 検証済みボットのみをブロックします。このルールは、Bot Control マネージド
ルールグループの後に実行する必要があります。
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:bingbot"
}
},
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
}
]
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
}
}

次のルールは、すべての検証済みボットをブロックします。
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"Name": "match_rule",
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
}

}

AWS WAF Bot Control の例: 特定のブロックされたボットを許可する
複数の Bot Control ルールによってボットがブロックされる可能性があります。各ブロッキングルールにつ
いて、次の手順を実行します。
AWS WAF Bot Control ルールが、ブロックしたくないボットをブロックしている場合は、次の手順を実行
します。
1. ログをチェックして、ボットをブロックしている Bot Control ルールを特定します。ブロックルール
は、名前が terminatingRule で始まるフィールドのログで指定されます。ウェブ ACL ログの詳細に
ついては、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。ルールがリクエス
トに追加するラベルに注意してください。
2. ウェブ ACL で、ルールグループからブロックしているルールを除外します。コンソールでこれを実行
するには、ウェブ ACL 内のルールグループを編集し、ブロッキングルールをカウントに設定します。
これにより、ボットがルールによってブロックされないようにしながら、ルールが一致するリクエスト
にラベルを適用できるようになります。
3. Bot Control マネージドルールグループの後に、ウェブ ACL にラベル一致ルールを追加します。除外さ
れたルールのラベルと照合し、ブロックしたくないボットを除くすべての一致するリクエストをブロッ
クするようにルールを設定します。
これで、ウェブ ACL が設定され、許可するボットが、ログを通じて特定したブロックルールによって
ブロックされなくなります。
トラフィックとログをもう一度チェックして、ボットの通過が許可されていることを確認します。許可さ
れていない場合は、上記の手順を再度実行してください。
例えば、pingdom を除くすべてのモニタリングボットをブロックするとします。この場
合、CategoryMonitoring ルールを除外してから、ボット名ラベル pingdom が付いているものを除く
すべてのモニタリングボットをブロックするルールを記述します。
次のルールは、Bot Control マネージドルールグループを使用しますが、通常のルールグループの処理から
除外することにより、CategoryMonitoring のルールアクションをカウントに変更します。カテゴリモ
ニタリングルールは、一致するリクエストに通常どおりラベルを適用しますが、通常のブロックアクショ
ンを実行するのではなく、カウントするだけです。
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
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{

}

}

]

}

"Name": "CategoryMonitoring"

},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

次のルールは、前の CategoryMonitoring ルールが一致するウェブリクエストに追加するカテゴリモニ
タリングラベルと照合します。カテゴリモニタリングリクエストの中で、このルールはボット名 pingdom
のラベルを持つものを除くすべてをブロックします。
次のルールは、ウェブ ACL の処理順序で、前の Bot Control マネージドルールグループの後に実行する必
要があります。
{

}

"Name": "match_rule",
"Priority": 0,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
}
}
}
}
]
}
},
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

AWS WAF Bot Control の例: ブロックされたユーザーエージェントの例外を作成
する
ブラウザ以外のユーザーエージェントからのトラフィックが誤ってブロックされている場合は、問題のあ
る AWS WAF Bot Control ルール SignalNonBrowserUserAgent を Count に設定し、ルールのラベルを
例外基準と組み合わせることで例外を作成できます。
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Note
通常、モバイルアプリにはブラウザ以外のユーザーエージェントがあ
り、SignalNonBrowserUserAgent ルールではデフォルトでブロックされます。
次のルールは、Bot Control マネージドルールグループを使用しますが、通常のルールグループの処理から
除外することにより、SignalNonBrowserUserAgent のルールアクションをカウントに変更します。シ
グナルルールは、一致するリクエストに通常どおりラベルを適用しますが、通常のブロックアクションを
実行するのではなく、カウントするだけです。
{

}

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "SignalNonBrowserUserAgent"
}
]
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}

次のルールは、前の Bot Control 除外ルールが一致するウェブリクエストに追加したシグナルラベルと照合
します。シグナルリクエストの中で、このルールは、許可するユーザーエージェントを持つものを除くす
べてをブロックします。
次のルールは、ウェブ ACL の処理順序で、前の Bot Control マネージドルールグループの後に実行する必
要があります。
{

"Name": "match_rule",
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent"
}
},
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"SingleHeader": {
"Name": "user-agent"
}
},
"PositionalConstraint": "EXACTLY",
"SearchString": "PostmanRuntime/7.29.2",
"TextTransformations": [
{

147

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
Bot Control

}

}

}

}

}

]

}

"Priority": 0,
"Type": "NONE"

]
}
},
"RuleLabels": [],
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "match_rule"
}

AWS WAF Bot Control の例: ログインページについてのみ Bot Control を使用する
次の例では、スコープダウンステートメントを使用して、URI パス login で識別されるウェブサイトのロ
グインページに到達するトラフィックについてのみ AWS WAF Bot Control を使用します。ログインページ
への URI パスは、アプリケーションや環境によっては、この例とは異なる場合があります。
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
}
]
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "login",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}
}
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}

}

AWS WAF Bot Control の例: 動的コンテンツについてのみ Bot Control を使用する
この例では、スコープダウンステートメントを使用して、動的コンテンツでのみ AWS WAF Bot Control を
適用します。
スコープダウンステートメントは、正規表現パターンセットの一致結果を否定することにより、静的コン
テンツを除外します。
• 正規表現パターンセットは、静的コンテンツの拡張子と一致するように設定されています。例えば、正
規表現パターンセットの指定は (?i)\.(jpe?g|gif|png|svg|ico|css|js|woff2?)$ である場合
があります。正規表現のパターンセットとステートメントの詳細については、「正規表現パターンセッ
ト一致ルールステートメント (p. 100)」を参照してください。
• スコープダウンステートメントでは、NOT ステートメント内に正規表現パターンセットのステートメン
トをネストすることにより、一致する静的コンテンツを除外します。NOT ステートメントについては、
「NOT ルールステートメント (p. 95)」を参照してください。

{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
}
]
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"RegexPatternSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/regexpatternset/
excludeset/00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}
}
}
}
}
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AWS WAF Bot Control の例: ボット管理から IP 範囲を除外する
ウェブトラフィックのサブセットを AWS WAF Bot Control の管理から除外する必要があり、ルールステー
トメントを使用してそのサブセットを識別できる場合は、Bot Control マネージドルールグループステート
メントにスコープダウンステートメントを追加して除外します。
次のルールは、特定の IP アドレス範囲からのウェブリクエストを除き、すべてのウェブトラフィックに対
して通常の Bot Control ボット管理を実行します。
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
}
]
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"IPSetReferenceStatement": {
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/ipset/
friendlyips/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
}
}
}
}
}

AWS WAF Bot Control の例: 制御するボットからのトラフィックを許可する
一部のサイトモニタリングボットとカスタムボットは、カスタムヘッダーを送信するように設定できま
す。このようなボットからのトラフィックを許可する場合は、ヘッダーに共有シークレットを追加するよ
うに設定できます。その後、AWS WAF Bot Control のマネージドルールグループステートメントにスコー
プダウンステートメントを追加して、ヘッダーを持つメッセージを除外します。
次のルール例は、シークレットヘッダーを持つトラフィックを Bot Control 検査から除外します。
{

"Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
"Priority": 5,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
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"Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
},
{
"Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
}

}

}

]
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
},
"ScopeDownStatement": {
"NotStatement": {
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "YSBzZWNyZXQ=",
"FieldToMatch": {
"SingleHeader": {
"Name": "x-bypass-secret"
}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "EXACTLY"
}
}
}
}

AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止
(ATP)
アカウント乗っ取りは、攻撃者が個人のアカウントへの不正アクセスを得るオンラインの違法行為です。
攻撃者は、盗まれた認証情報を使用したり、一連の試行を通じて被害者のパスワードを推測するなど、さ
まざまな方法でこれを行う可能性があります。攻撃者がアクセスできるようになると、被害者から金銭や
情報を盗んだり、サービスを不正に利用したりする可能性があります。攻撃者は、被害者が所有する他の
アカウントにアクセスしたり、他の人や組織のアカウントにアクセスしたりするために、被害者としてふ
るまう可能性があります。さらに、被害者であるユーザーが自分のアカウントからブロックされるように
するために、そのユーザーのパスワードを変更しようとする場合があります。
AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) 機能を実装することによって、アカウン
ト乗っ取りの試みを監視および制御できます。AWS WAF は、この機能を AWS マネージドルール
AWSManagedRulesATPRuleSet とコンパニオンアプリケーション統合 SSDK で提供します。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
ATP では、不正行為につながる可能性のあるアカウントの乗っ取りを防ぐため、異常なログイン試行や、
盗まれた認証情報を使用するログイン試行を可視化して制御できます。ATP は、盗まれた認証情報のデー
タベースに照らしてユーザー名とパスワードの組み合わせをチェックします。このデータベースは、リー
クされた認証情報がダークウェブ上で新しく見つかると定期的に更新されます。
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Note
この機能は、Amazon Cognito ユーザープールでは使用できません。
AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) の主なコンポーネントは次のとおりです。
• AWSManagedRulesATPRuleSet – この AWS マネージドルールのルールグループのルールは、さま
ざまなタイプのアカウント乗っ取りアクティビティを検出、ラベル付け、および処理します。ルール
グループは、指定したログインエンドポイントに送信される HTTP POST ウェブリクエストを検査しま
す。ルールグループのルールのリストについては、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止
(ATP) のルールグループ (p. 59)」を参照してください。マネージドルールグループ参照ステートメン
トを使用して、このルールグループをウェブ ACL に含めます。このルールグループの使用については、
「ATP マネージドルールグループの使用 (p. 153)」を参照してください。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
• アプリケーションのログインページに関する詳細 – AWSManagedRulesATPRuleSet ルールグループを
ウェブ ACL に追加する際、ログインページに関する情報を提供する必要があります。これにより、ルー
ルグループは、検査するリクエストの範囲を絞り込み、ウェブリクエストでの認証情報の使用状況を適
切に検証できます。詳細については、「ATP マネージドルールグループの使用 (p. 153)」を参照して
ください。
• JavaScript とモバイルアプリケーションの統合 SDK – ATP は、自動攻撃に対する検出を強化するため
にアプリケーションに統合できる JavaScript とモバイル SDK を提供します。SDK は、ログイン試行が
実際のユーザーとボットのいずれからのものであるかを判断するために、ユーザーのブラウザまたはデ
バイスに対してサイレントにチャレンジを実施します。これらの SDK のいずれかを実装すると、ATP
ルールグループの検査基準にトークン検証が含まれます。クライアントアプリケーションの統合は必須
ではありませんが、実行することを強くお勧めします。詳細については、「AWS WAF クライアントア
プリケーション統合 (p. 160)」を参照してください。
ATP 実装を次と組み合わせて、保護のモニタリング、チューニング、およびカスタマイズに役立てること
ができます。
• ログ記録とメトリクス – ウェブ ACL 用にログと Amazon CloudWatch メトリクスを設定して有効にする
ことで、トラフィックをモニタリングし、ATP マネージドルールグループがトラフィックにどのように
影響するのかを理解できます。AWSManagedRulesATPRuleSet がウェブリクエストに追加するラベル
は、ログと Amazon CloudWatch メトリクスに含まれます。ログ記録およびメトリクスの詳細について
は、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」および「Amazon CloudWatch によるモニタリ
ング (p. 528)」を参照してください。
ニーズと確認できるトラフィックに応じて、AWSManagedRulesATPRuleSet の実装をカスタマイズで
きます。例えば、ATP の評価から一部のトラフィックを除外したり、スコープダウンステートメントや
ラベル一致ルールなどの AWS WAF の機能を使用して、識別したアカウント乗っ取りの試みの一部を処
理する方法を変更したりできます。
• ラベルとラベル一致ルール – AWSManagedRulesATPRuleSet のどのルールでも、ブロック動作をカウ
ントに切り替えて、ルールによって追加されたラベルと照合することができます。これにより、ATP マ
ネージドルールグループによって識別されるウェブリクエストの処理方法をカスタマイズできます。ラ
ベル付けおよびラベル一致ステートメントの使用の詳細については、「ラベル一致ルールステートメン
ト (p. 93)」および「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を参照してください。
• カスタムリクエストとレスポンス - 許可するリクエストにはカスタムヘッダーを追加し、ブロックする
リクエストにはカスタムレスポンスを送信できます。これを行うには、ラベル一致を AWS WAF カスタ
ムリクエストおよび応答機能とペアリングします。リクエストとレスポンスをカスタマイズする方法に
ついては、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポンス (p. 124)」を参照してく
ださい。
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ATP マネージドルールグループの使用
ATP マネージドルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet には、ウェブトラフィックのアカウン
ト乗っ取りアクティビティを認識して処理できるようにする追加の設定が必要です。この設定情報は、
ウェブリクエスト処理に固有のものです。
このガイダンスは、AWS WAF ウェブ ACL、ルール、およびルールグループを作成および管理する方法を
一般的に認識しているユーザーを対象としています。これらのトピックは、このガイドの前のセクション
でカバーされています。

ウェブ ACL で AWSManagedRulesATPRuleSet ルールグループを使用するには
1.

AWS マネージドルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet をウェブ ACL に追加し、追加する
ときにルールグループの設定を編集します。

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。

Note

2.

マネージドルールグループをウェブ ACL に追加する方法の基本については、「コンソールを
通じたウェブ ACL へのマネージドルールグループの追加 (p. 30)」を参照してください。
ATP マネージドルールグループには、アプリケーションに対するログイン試行をモニタリング、ラベ
ル付け、処理できるようにする、アプリケーションのログインページに関する情報が必要です。適用
する可能性のある標準のマネージドルールグループの構成設定に加えて、この設定を指定します。
[Rule group configuration] (ルールグループを設定) ペインで、アプリケーションのログインページに
関する次の情報を入力します。
• [Login path] (ログインパス) で、アプリケーションのログインエンドポイントのパスを指定します。
例えば、URL https://example.com/web/login の場合、パス /web/login を指定します。
ルールグループは、指定されたログインエンドポイントに対する HTTP POST リクエストのみを検
査します。
• [Payload type] (ペイロードタイプ) で、JSON またはフォームエンコードのいずれかを選択します。
• [Username field] (ユーザー名フィールド) と [Password field] (パスワードフィールド) で、ユーザー
名とパスワードが提供されるリクエスト本文内のフィールド名を入力します。
これらのフィールド名の指定は、選択したペイロードタイプによって異なります。
• JSON ペイロードでは、JSON ポインター構文でフィールド名を指定します。JSON Pointer 構
文の詳細については、インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF) ドキュメントの
「JavaScript Object Notation (JSON) Pointer」を参照してください。
例えば、次の JSON ペイロードの例では、ユーザー名フィールドの指定は /login/username
で、パスワードフィールドの指定は /login/password です。
{

}

"login": {
"username": "THE_USERNAME",
"password": "THE_PASSWORD"
}

• フォームエンコードされたペイロードについては、HTML フォーム名を使用します。
例えば、username1 と password1 という名前の入力要素を持つ HTML フォームの場合、ユー
ザー名フィールドの指定は username1 で、パスワードフィールドの指定は password1 です。
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3.

ルールグループに必要な追加設定を指定します。
マネージドルールグループステートメントにスコープダウンステートメントを追加することで、ルー
ルグループが検査するリクエストの範囲をさらに限定できます。例えば、特定のクエリ引数または
cookie を持つリクエストのみを検査できます。ルールグループは、スコープダウンステートメントの
基準に一致する HTTP POST リクエストのみを検査します。スコープダウンステートメントの詳細に
ついては、「スコープダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。

4.

ウェブ ACL に対する変更を保存します。

ATP マネージドルールグループは、他の AWS マネージドルールのルールグループと同じように使用でき
ます。
検出機能を強化するには、AWS WAF ATP JavaScript SDK をブラウザのログインページに統合することを
お勧めします。AWS WAF は iOS デバイスと Android デバイスを統合するためのモバイル SDK も提供し
ます。統合 SDK の詳細については、「AWS WAF クライアントアプリケーション統合 (p. 160)」を参照
してください。

ATP のテストとデプロイ
このセクションでは、サイトのために、AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) の実装を
設定およびテストするための一般的なガイダンスを提供します。実行する具体的なステップは、ニーズ、
リソース、および受け取るウェブリクエストによって異なります。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックに ATP 実装をデプロイする前に、トラフィックへの潜在的な影響に慣れる
まで、ステージング環境またはテスト環境でテストおよびチューニングします。その後、ルール
を有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテストしてチューニン
グします。
AWS WAF は、ATP 設定の検証に使用できるテスト認証情報を提供します。次の手順では、ATP マネージ
ドルールグループを使用するようにテストウェブ ACL を設定し、ルールグループによって追加されたラベ
ルをキャプチャするルールを設定してから、これらのテスト認証情報を使用してログイン試行を実行しま
す。ログイン試行に関する Amazon CloudWatch メトリクスを確認して、ウェブ ACL が試行を正しく管理
していることを検証します。
このガイダンスは、AWS WAF ウェブ ACL、ルール、およびルールグループを作成および管理する方法を
一般的に認識しているユーザーを対象としています。これらのトピックは、このガイドの前のセクション
でカバーされています。

AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) の実装を設定およびテストするには
これらのステップを最初にテスト環境で実行し、次に本番環境で実行します。
1.

AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) マネージドルールグループを追加する

Note
このマネージドルールグループを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
AWS マネージドルールのルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet を新規または既存のウェ
ブ ACL に追加し、現在のウェブ ACL の動作を変更しないように設定します。このルールグループの
ルールとラベルの詳細については、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) のルー
ルグループ (p. 59)」を参照してください。
• マネージドルールグループを追加する際には、それを編集し、次の手順を実行します。
• [Rule group configuration] (ルールグループを設定) ペインで、アプリケーションのログインペー
ジの詳細を入力します。ATP ルールグループは、この情報を使用してサインインアクティビティ
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をモニタリングします。詳細については、「ATP マネージドルールグループの使用 (p. 153)」
を参照してください。
• [Rules] (ルール) ペインで、[Set all rule actions to count] (すべてのルールアクションをカウントに
設定) 切り替えボタンをオンにします。この設定では、AWS WAF は、ルールグループ内のすべ
てのルールに対してリクエストを評価し、その結果の一致のみをカウントしつつ、引き続きリク
エストにラベルを追加します。詳細については、「ルールグループにおけるルールアクションの
カウントへの設定 (p. 22)」を参照してください。
これにより、ATP マネージドルールの影響をモニタリングして、例外 (社内のユースケースの例
外など) を追加するかどうかを決定できます。
• ウェブ ACL の既存のルールの後に評価されるように、ルールグループを配置します。優先順位の
設定の数値は、既に使用しているルールまたはルールグループよりも高くなります。詳細について
は、「ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
これにより、現在のトラフィックの処理が中断されることはありません。例えば、SQL インジェ
クションやクロスサイトスクリプティングなどの悪意のあるトラフィックを検出するルールがあ
る場合、そのルールは引き続き検出し、それをログに記録します。または、既知の悪意のないトラ
フィックを許可するルールがある場合、ATP マネージドルールグループによってブロックされるよ
うにすることなく、そのトラフィックを許可し続けることができます。テストおよびチューニング
のアクティビティ中に、処理順序を調整することもできます。
2.

侵害された認証情報の ATP ルールグループのラベルと照合するルールを追加する
ATP ルールグループの直後に、ラベル一致ルールを次のように追加します。
• ラベル awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised と照合します。
• ルールアクションを Count に設定します。
• このルールが ATP ルールより後に実行されるように、このルールが ATP ルールグループよりも大
きい数値の優先順位に設定されていることを確認します。コンソールでは、最後にリストされて
いる必要があります。詳細については、「ウェブ ACL でのルールおよびルールグループの処理順
序 (p. 14)」を参照してください。
設定をテストするときに、Amazon CloudWatch メトリクスでこのルールの名前を検索します。

3.

ウェブ ACL のサンプリング、ログ記録、およびメトリクスの有効化
必要に応じて、ウェブ ACL のログ記録を設定し、サンプリングと Amazon CloudWatch メトリクスを
有効にします。これにより、ATP マネージドルールグループとトラフィックとのインタラクションを
モニタリングできます。
• ログ記録の設定と使用については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照して
ください。
• Amazon CloudWatch メトリクスの詳細については、「Amazon CloudWatch によるモニタリン
グ (p. 528)」を参照してください。
• ウェブリクエストサンプリングの詳細については、「ウェブリクエストのサンプルの表
示 (p. 206)」を参照してください。

4.

ウェブ ACL をリソースに関連付ける
ウェブ ACL がテストリソースに関連付けられていない場合は、関連付けます。詳細については、
「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除 (p. 23)」を参照してください。

5.

トラフィックと ATP ルールの一致をモニタリングする
通常のトラフィックがフローしていることと、ATP マネージドルールグループのルールが一致する
ウェブリクエストにラベルを追加していることを確認します。ログにラベルが表示され、Amazon
CloudWatch メトリクスでラベル一致ルールのメトリクスを確認できます。ログでは、ルールグルー
プでカウントするように設定したルールが ruleGroupList の excludedRules の下に表示されま
す。
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6.

ルールグループの認証情報チェック機能をテストする
テスト用の侵害された認証情報を使用してログインを試行し、ルールグループが想定どおりに照合す
ることを確認します。次を実行してください。
a.

次の AWS WAF テスト認証情報ペアを使用して、保護されたリソースのログインページにログイ
ンします。
• ユーザー: WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com
• パスワード: WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD
これらのテスト認証情報は侵害された認証情報として分類され、ATP マネージドルールグループ
はログインリクエストに awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised
ラベルを追加します。

b.

テストから次の結果を確認します。
• Amazon CloudWatch メトリクスで、侵害された認証情報ラベルと照合するルールの
CountedRequest メトリクスを探します。Amazon CloudWatch メトリクスの詳細について
は、「Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 528)」を参照してください。
• ウェブ ACL ログで、テストログインウェブリクエストのログエントリの labels フィールド
で awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised ラベルを探します。
ログ作成の詳細については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してく
ださい。

侵害された認証情報をルールグループが想定どおりにキャプチャすることを検証したら、保護された
リソースに必要な実装を設定するステップを実行できます。
7.

ATP ウェブリクエストの処理をカスタマイズする
必要に応じて、リクエストを明示的に許可またはブロックする独自のルールを追加して、ATP ルール
がそのリクエストを処理する方法を変更します。
例えば、ATP ラベルを使用して、リクエストを許可またはブロックしたり、リクエスト処理をカスタ
マイズしたりできます。ATP マネージドルールグループの後にラベル一致ルールを追加して、適用す
る処理のためにラベル付きリクエストをフィルタリングできます。テスト後、関連する ATP ルールを
カウントモードで維持し、カスタムルールでリクエストの処理に関する決定を維持します。例につい
ては、「ATP の例: 認証情報の不足および侵害された認証情報のカスタム処理 (p. 158)」を参照して
ください。

8.

テストルールを削除し、ATP マネージドルールグループ設定を有効にします。
状況によっては、一部の ATP ルールをカウントモードのままにすると判断していた可能性もありま
す。ルールグループ内でルールが設定されるように実行するルールについては、通常のルール設定を
有効にします。これを実行するには、ルールのウェブ ACL ルールグループ設定でカウントモードを無
効にします。テストが終了したら、テストラベル一致ルールを削除することもできます。

9.

モニタリングおよびチューニング
ウェブリクエストが希望どおりに処理されていることを確認するには、使用することを希望する ATP
機能を有効にした後、トラフィックを注意深くモニタリングします。ルールグループに対するルール
カウントの上書きと独自のルールを使用して、必要に応じて動作を調整します。

ATP ルールグループの実装のテストが終了したら、検出機能を強化するために、AWS WAF ATP
JavaScript SDK をブラウザのログインページに統合することをお勧めします。AWS WAF は、iOS デバ
イスと Android デバイスを統合するためのモバイル SDK も提供します。統合 SDK の詳細については、
「AWS WAF クライアントアプリケーション統合 (p. 160)」を参照してください。
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AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) の例
このセクションでは、AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) の実装の一般的なユース
ケースに対応できる設定例を示します。
各例は、ユースケースの説明を提供し、カスタム設定ルールの JSON リストにそのソリューションを示し
ます。

Note
これらの例に示されているような JSON リストは、コンソールウェブ ACL JSON ダウンロー
ドやルール JSON エディタを介して、または API やコマンドラインインターフェイスでの
getWebACL オペレーションを介して取得できます。
トピック
• ATP の例: シンプルな設定 (p. 157)
• ATP の例: 認証情報の不足および侵害された認証情報のカスタム処理 (p. 158)

ATP の例: シンプルな設定
次の JSON リストは、AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) マネージドルールグルー
プを使用したウェブ ACL の例を示しています。追加のサインインページ設定に注意してください。これ
により、ルールグループがログインリクエストをモニタリングおよび管理できるようになります。この
JSON には、ラベル名前空間やウェブ ACL のアプリケーション統合 URL など、ウェブ ACL の自動生成さ
れた設定が含まれます。
{

"WebACL": {
"LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
"Capacity": 50,
"Description": "This is a test web ACL for ATP.",
"Rules": [
{
"Priority": 1,
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
},
"Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet"
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}
},
{
"PasswordField": {
"Identifier": "/form/password"
}
},
{
"PayloadType": "JSON"
},
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{

}

}

}

]

}

"LoginPath": "/web/login"

],
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "ATPValidationAcl"
},
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"ManagedByFirewallManager": false,
"Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"Name": "ATPModuleACL"
},
"ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.useast-1.sdk.awswaf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
"LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}

ATP の例: 認証情報の不足および侵害された認証情報のカスタム処理
デフォルトでは、ルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet によって実行される認証情報チェック
は次のようにウェブリクエストを処理します。
• 認証情報の不足 – リクエストにラベルを付けてブロックします。
• [Compromised credentials] (侵害された認証情報) - リクエストにラベルを付けますが、ブロックしたり
カウントしたりしません。
ルールグループとルールの動作の詳細については、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止
(ATP) のルールグループ (p. 59)」を参照してください。
次の手順を実行して、認証情報が不足している、または侵害されたウェブリクエストのカスタム処理を追
加できます。
• MissingCredential ルールを除外する – このブロックルールを除外すると、一致するリクエストのみ
がカウントされ、ラベルが付けられます。
• カスタム処理を使用してラベル一致ルールを追加する – 両方の ATP ラベルと照合し、カスタム処理を実
行するようにルールを設定します。例えば、顧客をサインアップページにリダイレクトできます。
次のルールは、MissingCredential ルールを除外した、前の例の ATP マネージドルールグループを示
しています。この除外により、ルールは一致するリクエストにラベルを適用し、リクエストをブロックす
るのではなく、リクエストをカウントするのみです。
"Rules": [
{
"Priority": 1,
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
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],

}

"MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
},
"Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}
},
{
"PasswordField": {
"Identifier": "/form/password"
}
},
{
"PayloadType": "JSON"
},
{
"LoginPath": "/web/login"
}
],
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
"ExcludedRules": [
{
"Name": "MissingCredential"
}
]
}
}

この設定では、このルールグループは、認証情報が不足し、または侵害されたウェブリクエストを評価す
ると、リクエストにラベルを付けますが、ブロックすることはありません。
次のルールの優先順位の数値は、前のルールグループよりも大きいため、ルールグループの評価後に評価
されます。認証情報のラベルのいずれかと照合し、一致するリクエストに対してカスタムレスポンスを送
信するように設定されています。
"Name": "redirectToSignup",
"Priority": 10,
"Statement": {
"OrStatement": {
"Statements": [
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential"
}
},
{
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised"
}
}
]
}
},
"Action": {
"Block": {
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"CustomResponse": {
your custom response settings
}

}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "redirectToSignup"
}

AWS WAF クライアントアプリケーション統合
高度なマネージド統合を可能にする AWS マネージドルールのルールグループを使用する場合に、AWS
WAF は、クライアントアプリケーションに実装するためのアプリケーション統合 SDK を提供します。こ
の種のルールグループは、SDK 統合を必要とするか、統合によって強化されたセキュリティ機能を提供し
ます。現在、この機能は AWS マネージドルールのルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet で使
用でき、統合 SDK はオプションですが、その使用が強く推奨されています。このルールグループの詳細
については、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) (p. 151)」および「AWS WAF
Fraud Control アカウント乗っ取り防止 (ATP) のルールグループ (p. 59)」を参照してください。
統合 SDK は、クライアントアプリケーションのトークン認証を管理し、保護されたリソースに対するログ
イン試行が、クライアントが有効なトークンを取得した後にのみ許可されるようにします。さらに、SDK
はクライアントに関する情報を収集して、それがボットまたは人間のいずれによって運用されているのか
を判断します。

Note
ATP マネージドルールグループは現在、トークンが不足しているリクエストをブロックしていま
せん。トークンが不足しているリクエストをブロックするには、アプリケーション統合 SDK を実
装した後、トークンがないログインリクエストのブロック (p. 171) のガイダンスに従ってくだ
さい。
JavaScript SDK は一般提供されており、JavaScript を実行するブラウザや他のデバイスに使用できま
す。AWS WAF は、Android および iOS モバイルアプリケーション用のカスタム SDK も提供しています。
モバイル SDK にアクセスするには、「AWS へのお問い合わせ」にて営業担当者までお問い合わせくださ
い。
アプリケーション統合 SDK は、ルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet を使用するウェブ ACL
で機能します。このマネージドルールグループをウェブ ACL に追加するには、ATP マネージドルールグ
ループの使用 (p. 153) の手順に従います。

コンソールでアプリケーション統合 SDK にアクセスするには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Application integration] (アプリケーション統合) を選択します。

3.

[Application integration SDKs] (アプリケーション統合 SDK) ページでは、次のことを確認できます。
• マネージドアプリケーションの統合が有効になっているウェブ ACL。マネージド統合をサポートす
る AWS マネージドルールのルールグループを使用する各ウェブ ACL が一覧表示されます。SDK
を実装するときは、統合するウェブ ACL の統合 URL を使用します。
• アクセスできる SDK。JavaScript SDK は常に利用可能です。モバイル SDK にアクセスするには、
「AWS へのお問い合わせ」にて営業担当者までお問い合わせください。

SDK を実装するには、SDK タイプのガイダンスに従います。SDK を実装した後、トークンが不足してい
るリクエストをブロックするには、トークンがないログインリクエストのブロック (p. 171) のガイダン
スに従ってください。
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トピック
• AWS WAF JavaScript SDK (p. 161)
• AWS WAF モバイル SDK (p. 163)
• トークンがないログインリクエストのブロック (p. 171)

AWS WAF JavaScript SDK
AWS WAF JavaScript SDK を使用して、JavaScript を実行するブラウザやその他のデバイスに AWS WAF
アプリケーション統合を実装できます。JavaScript SDK では、トークン認証を管理し、保護されたリソー
スに送信するリクエストにトークンを含めることができます。SDK を使用することにより、クライアン
トによるリモートプロシージャコールに有効なトークンが含まれるようにします。さらに、この統合がア
プリケーションのページで実行されている場合、有効なトークンを含まないリクエストをブロックするな
ど、ウェブ ACL で緩和ルールを実装できます。
次のリストは、ウェブアプリケーションページにおける JavaScript SDK の一般的な実装の基本コンポーネ
ントを示しています。
<head>
<script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js" defer></script>
</head>
<script>
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});
</script>

AWS WAF JavaScript SDK のインストール
JavaScript SDK を最初にテスト環境で実装し、次に本番環境で実装します。

JavaScript SDK の使用を開始するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Application integration] (アプリケーション統合) を選択します。これによ
り、[Application integration SDKs] (アプリケーション統合 SDK) ページに移動します。

3.

[Application integration SDKs] (アプリケーション統合 SDK) ページの [Web ACLs that are enabled
for application integration] (アプリケーション統合が有効になっているウェブ ACL) ペインで、統合す
るウェブ ACL を見つけます。実装で使用するウェブ ACL 統合 URL をコピーして保存します。この
URL は、API コール GetWebACL を通じて取得することもできます。

4.

アプリケーションページコードの <head> セクションに、次の <script> タグを挿入し、ウェブ
ACL の統合 URL を入力します。この包含により、クライアントアプリケーションは、ページをロー
ドする際にバックグラウンドでトークンを自動的に取得します。
<script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js” defer></
script>

この <script> リストは defer 属性で設定されていますが、ページに別の動作が必要な場合は、設
定を async に変更できます。
5.

クライアントのログインリクエストが送信される前にトークンの取得が完了するように、統合のコー
ディングを完了します。既に fetch API を使用して呼び出しを行っている場合は、AWS WAF 統合
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fetch ラッパーに置き換えることができます。fetch API を使用しない場合は、代わりに AWS WAF
統合 getToken オペレーションを使用できます。
コーディングガイダンスについては、次のセクションを参照してください。

fetch ラッパーの使用方法
AwsWafIntegration 名前空間の下で fetch API に対する通常の fetch 呼び出しを変更することによ
り、fetch ラッパーを使用できます。AWS WAF ラッパーは、標準の JavaScript fetch API コールと同
じオプションをすべてサポートします。このアプローチは、一般的に、アプリケーションを統合する最も
簡単な方法です。
ラッパーの実装前
次のリスト例は、AwsWafIntegration fetch ラッパーを実装する前の標準コードを示しています。
const login_response = await fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});

ラッパー実装後
次のリストは、AwsWafIntegration fetch ラッパー実装と同じコードを示しています。
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: login_body
});

getToken を使用する方法
AWS WAF は、現在のトークンの値を持つ aws-waf-token という名前の cookie を含めることをログイ
ンリクエストに要求します。
getToken オペレーションは、AWS トークンを取得し、名前を aws-waf-token にして、値をトークン
値に設定し、現在のページの cookie に保存する非同期 SDK コールです。このトークン cookie は、必要に
応じてページで使用できます。
getToken を呼び出すと、次が実行されます。
• 期限切れでないトークンが既に使用可能な場合、コールは直ちにそれを返します。
• それ以外の場合、コールは AWS トークンプロバイダーから新しいトークンを取得します。トークン取
得ワークフローが完了するまで最大で 2 秒間の猶予があり、この待機期間が経過するとタイムアウト
します。オペレーションがタイムアウトすると、呼び出しコードが処理しなければならないエラーがス
ローされます。
getToken オペレーションには付随する hasToken オペレーションがあり、aws-waf-token cookie が
現在有効期限が切れていないトークンを保持しているかどうかを示します。
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基本的な getToken の実装
次のリスト例は、getToken オペレーションを実装するための標準コードを示しています。
const login_response = await AwsWafIntegration.getToken()
.catch(e => {
// Implement error handling logic for your use case
})
// The getToken call returns the token, and doesn't typically require special handling
.then(token => {
return loginToMyPage()
})
async function loginToMyPage() {
// Your existing login code
}

トークンが getToken から利用可能になった後にのみフォームを送信する
次のリストは、有効なトークンが使用可能になるまで、フォーム送信をインターセプトするイベントリス
ナーを登録する方法を示しています。
<body>
<h1>Login</h1>
<p></p>
<form id="login-form" action="/web/login" method="POST" enctype="application/x-www-formurlencoded">
<label for="input_username">USERNAME</label>
<input type="text" name="input_username" id="input_username"><br>
<label for="input_password">PASSWORD</label>
<input type="password" name="input_password" id="input_password"><br>
<button type="submit">Submit<button>
</form>
<script>
const form = document.querySelector("#login-form");
// Register an event listener to intercept form submissions
form.addEventListener("submit", (e) => {
// Submit the form only after a token is available
if (!AwsWafIntegration.hasToken()) {
e.preventDefault();
AwsWafIntegration.getToken().then(() => {
e.target.submit();
}, (reason) => { console.log("Error:"+reason) });
}
});
</script>
</body>

AWS WAF モバイル SDK
AWS WAF モバイル SDK を使用して、Android および iOS モバイルアプリケーションの AWS WAF アプ
リケーション統合を実装できます。モバイル SDK を使用すると、トークン認証を管理し、保護されたリ
ソースに送信するリクエストにトークンを含めることができます。SDK を使用することにより、クライ
アントによるこれらのリモートプロシージャコールに有効なトークンが含まれるようにします。さらに、
この統合がアプリケーションのページで実行されている場合、有効なトークンを含まないリクエストをブ
ロックするなど、ウェブ ACL で緩和ルールを実装できます。
モバイル SDK にアクセスするには、「AWS へのお問い合わせ」にて営業担当者までお問い合わせくださ
い。
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SDK を使用するための基本的なアプローチは、設定オブジェクトを使用してトークンプロバイダーを作成
し、次にトークンプロバイダーを使用して AWS トークンサービスからトークンを取得することです。デ
フォルトでは、トークンプロバイダーは、保護されたリソースに対するウェブリクエストに取得したトー
クンを含めます。
主要なコンポーネントを示す SDK 実装の一部を次に示します。詳細な例については、「AWS WAF モバ
イル SDK のコードの記述 (p. 168)」を参照してください。
iOS
let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
let token = tokenProvider.getToken()

Android

URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL");
String domainName = "Domain name";
WAFConfiguration configuration =
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainN
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
configuration);
WAFToken token = tokenProvider.getToken();

AWS WAF モバイル SDK のインストール
モバイル SDK を最初にテスト環境で実装し、次に本番環境で実装します。

AWS WAF モバイル SDK をインストールするには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Application integration] (アプリケーション統合) を選択します。これによ
り、[Application integration SDKs] (アプリケーション統合 SDK) ページに移動します。

3.

[Application integration SDKs] (アプリケーション統合 SDK) ページで、次を実行します。
a.

[Web ACLs that are enabled for application integration] (アプリケーション統合が有効になってい
るウェブ ACL) ペインで、統合するウェブ ACL を見つけます。実装で使用するウェブ ACL 統合
URL をコピーして保存します。この URL は、API コール GetWebACL を通じて取得することも
できます。

b.

モバイルデバイスのタイプとバージョンを選択してから、[Download] (ダウンロード) を選択しま
す。任意のバージョンを選択できますが、最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS
WAF は、デバイスの zip ファイルを標準のダウンロード場所にダウンロードします。

4.

アプリケーション開発環境で、ファイルを任意の作業場所に解凍します。zip ファイルの最上位ディ
レクトリで、README を見つけて開きます。README ファイルの指示に従って、モバイルアプリケー
ションコードで使用する AWS WAF モバイル SDK をインストールします。

5.

次のセクションのガイダンスに従って、アプリケーションをプログラムします。

AWS WAF モバイル SDK の仕様
このセクションでは、AWS WAF モバイル SDK の SDK オブジェクト、オペレーション、および構成設定
を一覧表示します。構成設定のさまざまな組み合わせでトークンプロバイダーとオペレーションがどのよ
うに連携するかについては、「AWS WAF モバイル SDK の仕組み (p. 167)」を参照してください。
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WAFToken
AWS WAF トークンを保持します。
getValue()
WAFToken の String 表現を取得します。
WAFTokenProvider
モバイルアプリケーションでトークンを管理します。WAFConfiguration オブジェクトを使用して
これを実装します。
getToken()
バックグラウンド更新が有効になっている場合、キャッシュされたトークンが返されます。バッ
クグラウンド更新が無効になっている場合、新しいトークンを取得するために、トークンサービ
スを同期してブロックする呼び出しが行われます。
onTokenReady(WAFTokenResultCallback)
アクティブなトークンの準備ができたら、トークンを更新し、指定されたコールバックを呼び出
すようにトークンプロバイダーに指示します。トークンプロバイダーは、トークンがキャッシュ
されて準備ができたときに、バックグラウンドスレッドでコールバックを呼び出します。アプリ
ケーションが最初にロードされたときや、アクティブ状態に戻ったときにこれを呼び出します。
アクティブ状態に戻ることの詳細については、「the section called “アプリケーションが非アク
ティブ状態になった後のトークンの取得” (p. 168)」を参照してください。
Android または iOS アプリケーションの場合、WAFTokenResultCallback を、リクエストされ
たトークンの準備ができたときにトークンプロバイダーが呼び出すオペレーションに設定できま
す。WAFTokenResultCallback の実装では、パラメータ WAFToken、SdkError を取得する必
要があります。iOS アプリケーションでは、代わりにインライン関数を作成できます。
WAFConfiguration
WAFTokenProvider の実装のための設定を保持します。これを実装するときは、トークンサービス
のウェブ ACL のアプリケーションURL、ウェブ ACL に関連付けられている保護されたリソースのド
メイン名、およびトークンプロバイダーが使用するデフォルト以外の設定を指定します。
次のリストは、WAFConfiguration オブジェクトで管理できる構成設定を示しています。
applicationIntegrationUrl
アプリケーション統合 URL。これは、AWS WAF コンソールで、または getWebACL API コール
を通じて取得します。
必須: はい
タイプ: アプリケーション固有の URL。iOS の場合は、「iOS URL」を参照してくださ
い。Android の場合は、「java.net URL」を参照してください。
backgroundRefreshEnabled
トークンプロバイダーがバックグラウンドでトークンを更新するかどうかを示します。これを
設定すると、トークンプロバイダーは、自動トークン更新アクティビティを管理する構成設定に
従って、バックグラウンドでトークンを更新します。
必須: いいえ
タイプ: Boolean
デフォルト値: TRUE
domainName
ウェブ ACL に関連付けられているリソースのドメイン、およびウェブリクエストを送信する場
所。例えば、example.com、aws.amazon.com などです。これは、トークンの取得と cookie
の保存に使用されます。
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AWSManagedRulesATPRuleSet マネージドルールグループの場合、これは通常、ルールグルー
プ設定に指定したログインパスのドメインと一致します。
必須: はい
タイプ: String
maxErrorTokenRefreshDelayMsec
失敗した試行後にトークンの更新を繰り返すまでの待機時間の最大値 (ミリ秒)。この値は、トー
クンの取得が失敗し、maxRetryCount 回再試行された後に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: Integer
デフォルト値: 5000 (5 秒)
許容される最小値: 1 (1 ミリ秒)
許容される最大値: 30000 (30 秒)
maxRetryCount
トークンがリクエストされたときに、エクスポネンシャルバックオフで実行する最大再試行回
数。
必須: いいえ
タイプ: Integer
デフォルト値: バックグラウンドリフレッシュが有効になっている場合、5。そうでない場合
は、3 です。
許容される最小値: 0
許容される最大値: 10
setTokenCookie
SDK の cookie マネージャーがリクエストにトークン cookie を追加するかどうかを示します。
デフォルトでは、これは、すべてのリクエストにトークン cookie を追加します。cookie マネー
ジャーは、パスが tokenCookiePath で指定されたパスの下にあるすべてのリクエストにトーク
ン cookie を追加します。
必須: いいえ
タイプ: Boolean
デフォルト値: TRUE
tokenCookiePath
setTokenCookie が TRUE の場合に使用されます。SDK の cookie マネージャーでトークン
cookie を追加する最上位レベルのパスを示します。マネージャーは、このパスに送信するすべて
のリクエストとすべての子パスにトークン cookie を追加します。
例えば、これを /web/login に設定すると、マネージャーには、/web/login に送信され
るすべてのトークン cookie と、その子パスのいずれかが含まれます (/web/login/help な
ど)。/、/web、/web/order などの他のパスに送信されたリクエストのトークンは含まれませ
ん。
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必須: いいえ
タイプ: String
デフォルト値: /
tokenRefreshDelaySec
バックグラウンドの更新に使用されます。バックグラウンドトークンが更新されるまでの最大時
間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: Integer
デフォルト値: 300 (5 分)
許容される最小値: 300 (5 分)
許容される最大値: 600 (10 分)

AWS WAF モバイル SDK の仕組み
モバイル SDK は、トークンの取得と利用のために使用できる設定可能なトークンプロバイダーを提供
します。トークンプロバイダーは、許可するリクエストが正規の顧客からのものであることを検証しま
す。AWS WAF で保護する AWS リソースにリクエストを送信するときは、リクエストを検証するため
に、トークンを cookie に含めます。トークン cookie は手動で処理することも、トークンプロバイダーに
処理させることもできます。
このセクションでは、モバイル SDK に含まれるクラス、プロパティ、およびメソッド間のインタラクショ
ンについて説明します。SDK の仕様については、「AWS WAF モバイル SDK の仕様 (p. 164)」を参照し
てください。

トークンの取得とキャッシュ
モバイルアプリケーションでトークンプロバイダーインスタンスを作成するときに、トークンとトークン
の取得を管理する方法を設定します。主に、アプリケーションのウェブリクエストで使用するための、有
効で期限切れになっていないトークンを維持する方法を選択できます。
• [Background refresh enabled] (バックグラウンド更新が有効) - これがデフォルトです。トークンプロバ
イダーは、バックグラウンドでトークンを自動的に更新し、キャッシュします。バックグラウンド更新
が有効になっている場合、getToken() を呼び出すと、オペレーションはキャッシュされたトークンを
取得します。
トークンプロバイダーは、設定可能な間隔でトークンの更新を実行します。これにより、アプリケー
ションがアクティブな間、期限切れでないトークンは常にキャッシュ内で利用可能な状態となります。
アプリケーションが非アクティブ状態の間、バックグラウンドの更新が一時停止されます。詳細につい
ては、「アプリケーションが非アクティブ状態になった後のトークンの取得 (p. 168)」を参照してくだ
さい。
• [Background refresh disabled] (バックグラウンド更新が無効) - バックグラウンドトークンの更新を無
効にして、オンデマンドでのみトークンを取得できます。オンデマンドで取得されたトークンはキャッ
シュされません。また、必要に応じて複数のトークンを取得できます。各トークンは、取得する他の
トークンとは独立しており、有効期限を計算するために使用される独自のタイムスタンプを備えていま
す。
バックグラウンド更新が無効になっている場合のトークンの取得には、次の選択肢があります。
• getToken() – バックグラウンド更新を無効にして getToken() を呼び出すと、その呼び出しはトー
クンサービスから新しいトークンを同期的に取得します。これは、メインスレッドで呼び出すと、ア
プリケーションの応答性に影響する可能性のあるブロッキング呼び出しである場合があります。
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• onTokenReady(WAFTokenResultCallback) - この呼び出しは、新しいトークンを非同期的に取得
し、トークンの準備ができたときに提供された結果コールバックをバックグラウンドスレッドで呼び
出します。

トークンプロバイダーが失敗したトークンの取得を再試行する方法
トークンプロバイダーは、取得に失敗したときにトークンの取得を自動的に再試行します。再試行は、開
始の再試行の待ち時間が 100 ミリ秒のエクスポネンシャルバックオフを使用して最初に実行されます。エ
クスポネンシャル再試行の詳細については、「AWS でのエラー再試行とエクスポネンシャルバックオフ」
を参照してください。
再試行回数が設定された maxRetryCount に達すると、トークンプロバイダーは、トークン取得のタイ
プに応じて、試行を停止するか、maxErrorTokenRefreshDelayMsec ミリ秒ごとの試行に切り替えま
す。
• onTokenReady() – トークンプロバイダーは、試行間の待機時間を
maxErrorTokenRefreshDelayMsec ミリ秒に切り替えて、トークン取得の試行を続行します。
• バックグラウンド更新 – トークンプロバイダーは、試行間の待機時間を
maxErrorTokenRefreshDelayMsec ミリ秒に切り替えて、トークンの取得の試行を続行します。
• バックグラウンド更新が無効になっている場合のオンデマンド getToken() 呼び出し – トークンプロバ
イダーはトークンの取得の試行を停止し、前のトークン値を返します。前のトークンがない場合は null
値を返します。

アプリケーションが非アクティブ状態になった後のトークンの取得
バックグラウンド更新は、アプリケーションがアプリケーションタイプについてアクティブであるとみな
される場合にのみ実行されます。
• iOS – バックグラウンド更新は、アプリケーションがフォアグラウンドにあるときに実行されます。
• Android - バックグラウンドの更新は、アプリケーションがフォアグラウンドまたはバックグラウンドの
いずれにあるかにかかわらず、アプリケーションが閉じられていないときに実行されます。
アプリケーションが設定された tokenRefreshDelaySec 秒より長くバックグラウンド更新をサポート
しない状態のままである場合、トークンプロバイダーはバックグラウンド更新を一時停止します。例え
ば、iOS アプリケーションの場合、tokenRefreshDelaySec が 300 で、300 秒以を超える時間にわたっ
て、アプリケーションが閉じられていたり、バックグラウンド状態になっていたりすると、トークンプロ
バイダーはトークンの更新を停止します。アプリケーションがアクティブな状態に戻ると、トークンプロ
バイダーは自動的にバックグラウンド更新を再開します。
アプリケーションがアクティブ状態に戻ったら、トークンプロバイダーが新しいトークンを取得して
キャッシュしたときに通知を受け取ることができるように onTokenReady() を呼び出します。キャッ
シュには最新の有効なトークンがまだ含まれていない可能性があるため、単に getToken() を呼び出さな
いでください。

AWS WAF モバイル SDK のコードの記述
このセクションでは、モバイル SDK を使用するためのコード例を提供します。

トークンプロバイダーの初期化とトークンの取得
設定オブジェクトを使用して、トークンプロバイダーインスタンスを開始します。その後、使用可能なオ
ペレーションを使用してトークンを取得できます。必要なコードの基本コンポーネントを次に示します。
iOS
let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")!
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let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
//onTokenReady can be add as an observer for
UIApplication.willEnterForegroundNotification
self.tokenProvider.onTokenReady() { token, error in
if let token = token {
//token available
}
if let error = error {
//error occurred after exhausting all retries
}
}
//getToken()
let token = tokenProvider.getToken()

Android
String applicationIntegrationURL = "Web ACL integration URL";
Or
URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL");
String domainName = "Domain name";

WAFConfiguration configuration =
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainN
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,
configuration);
// implement a token result callback
WAFTokenResultCallback callback = (wafToken, error) -> {
if (wafToken != null) {
// token available
} else {
// error occurred in token refresh
}
};
// Add this callback to application creation or activity creation where token will be
used
tokenProvider.onTokenReady(callback);
// Once you have
// if background
object
// if background
for new token
WAFToken token =

token in token result callback
refresh is enabled you can call getToken() from same tokenprovider
refresh is disabled you can directly call getToken()(blocking call)
tokenProvider.getToken();

SDK による HTTP リクエストでのトークン cookie の提供の許可
setTokenCookie が TRUE である場合、トークンプロバイダーは、tokenCookiePath で指定され
たパスの下のすべての場所に対するウェブリクエストにトークン cookie を含めます。デフォルトで
は、setTokenCookie は TRUE、tokenCookiePath は / です。
トークン cookie のパスを指定することで、トークン cookie を含むリクエストの範囲を絞り込むことがで
きます (例: /web/login)。これを行う場合は、AWS WAF ルールが他のパスに送信するリクエストのトー
クンを検査しないことを確認してください。AWSManagedRulesATPRuleSet ルールグループを使用する
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場合は、ログインパスを設定し、ルールグループはそのパスに送信されるリクエストのトークンをチェッ
クします。詳細については、「ATP マネージドルールグループの使用 (p. 153)」を参照してください。
iOS
setTokenCookie が TRUE である場合、トークンプロバイダーは AWS WAF トークンを
HTTPCookieStorage.shared に格納し、WAFConfiguration で指定したドメインに対するリクエ
ストに cookie を自動的に含めます。
let request = URLRequest(url: URL(string: domainEndpointUrl)!)
//The token cookie is set automatically as cookie header
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, urlResponse, error
}.resume()

in

Android
setTokenCookie が TRUE である場合、トークンプロバイダーは、アプリケーション全体で共有さ
れる CookieHandler インスタンスに AWS WAF トークンを格納します。トークンプロバイダー
は、WAFConfiguration で指定したドメインへのリクエストに cookie を自動的に含めます。
URL url = new URL("Domain name");
//The token cookie is set automatically as cookie header
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
connection.getResponseCode();

CookieHandler デフォルトインスタンスが既に初期化されている場合、トークンプロバイダーは、
それを使用して cookie を管理します。初期化されていない場合、トークンプロバイダーは AWS WAF
トークンおよび CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER を使用して新しい CookieManager
インスタンスを初期化し、この新しいインスタンスを CookieHandler のデフォルトインスタンスと
して設定します。
次のコードは、アプリケーションで使用できない場合に cookie マネージャーと cookie ハンドラーを
SDK が初期化する方法を示しています。
CookieManager cookieManager = (CookieManager) CookieHandler.getDefault();
if (cookieManager == null) {
// Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
cookieManager = new CookieManager();
CookieHandler.setDefault(cookieManager);
}

HTTP リクエストにおけるトークン cookie の手動による提供
setTokenCookie を FALSE に設定した場合、保護されたエンドポイントに対するリクエストで、cookie
HTTP リクエストヘッダーとしてトークン cookie を手動で提供する必要があります。次のコードは、これ
を実行する方法を説明しています。
iOS
var request = URLRequest(url: wafProtectedEndpoint)
request.setValue("aws-waf-token=Token from token provider", forHTTPHeaderField:
"Cookie")
request.httpShouldHandleCookies = true
URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in }

Android
URL url = new URL("Domain name");
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HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
String wafTokenCookie = "aws-waf-token=Token from token provider";
connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie);
connection.getInputStream();

トークンがないログインリクエストのブロック
AWS マネージドルールのルールグループ AWSManagedRulesATPRuleSet は、アプリケーション統合
SDK で使用する場合、有効なトークンを含むリクエストを許可し、無効なトークンを含むリクエストをブ
ロックします。ルールグループの詳細については、「AWS WAF Fraud Control アカウント乗っ取り防止
(ATP) のルールグループ (p. 59)」を参照してください。
ルールグループは、トークンが不足しているリクエストをブロックしたり、ラベル付けしたりしません。
トークンが不足しているリクエストは、ルールグループのトークン検証機能によって次のように評価され
ます。
1. 検査するトークンがないため、TokenRejected ルールは一致しません。リクエストをブロックせず、
リクエストにラベル awswaf:managed:token:rejected を適用しません。
2. トークン検証サービスは、ラベル awswaf:managed:token:accepted をリクエストに適用しませ
ん。
リクエストがルールグループ内の他のルールによってブロックされない限り、トークン検査ラベルなしで
ルールグループ評価を終了し、ウェブ ACL によって引き続き評価されます。
トークンが不足しているリクエストをログインエンドポイントからブロックするに
は、awswaf:managed:token:accepted ラベルがない場合、ログインエンドポイントへのリクエスト
をブロックする ATP マネージドルールグループの直後に実行するルールを追加します。
次の内容では、マネージドルールグループと追加されたルールを持つウェブ ACL の JSON リストの例を
示します。追加されたルールは太字で表示されます。
{

"Name": "exampleWebACL",
"Id": "55555555-6666-7777-8888-999999999999",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/webacl/
exampleWebACL/55555555-4444-3333-2222-111111111111",
"DefaultAction": {
"Allow": {}
},
"Description": "",
"Rules": [
{
"Name": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet",
"Priority": 1,
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
"ManagedRuleGroupConfigs": [
{
"LoginPath": "/web/login"
},
{
"PayloadType": "JSON"
},
{
"UsernameField": {
"Identifier": "/form/username"
}

171

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アプリケーション統合

}

]

},
{
"PasswordField": {
"Identifier": "/form/password"
}
}

},
"OverrideAction": {
"None": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet"
}
},
{
"Name": "RequireTokenForLogins",
"Priority": 2,
"Statement": {
"AndStatement": {
"Statements": [
{
"NotStatement": {
"Statement": {
"LabelMatchStatement": {
"Scope": "LABEL",
"Key": "awswaf:managed:token:accepted"
}
}
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "/web/login",
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "STARTS_WITH"
}
},
{
"ByteMatchStatement": {
"SearchString": "POST",
"FieldToMatch": {
"Method": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
],
"PositionalConstraint": "EXACTLY"
}
}
]
}
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"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RequireTokenForLogins"
}

}

}
],
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "exampleWebACL"
},
"Capacity": 51,
"ManagedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "awswaf:111111111111:webacl:exampleWebACL:"

AWS WAF CAPTCHA
CAPTCHA は、Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart の略で
す。CAPTCHA チャレンジは、人間がリクエストを送信していることを検証し、ウェブスクレイピング、
クレデンシャルスタッフィング、スパムなどのアクティビティを防ぐように設計されています。
ルールの検査基準に一致するウェブリクエストに対して CAPTCHA チェックを実行し、必要に応じ
て、CAPTCHA チャレンジを解決するリクエストを送信することをクライアントに求めるように AWS
WAF ルールを設定できます。ユーザーが CAPTCHA チャレンジに対して誤答を提供すると、チャレンジ
はユーザーに通知し、新しいパズルをロードします。ユーザーがチャレンジを解決すると、チャレンジ
は、パズルの正常な完了からの CAPTCHA トークンで更新された元のウェブリクエストを自動的に送信し
ます。CAPTCHA はルールアクション設定です。

Note
CAPTCHA ルールアクションを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細については、AWS
WAF 料金を参照してください。
CAPTCHA チャレンジは、人間にとっては非常に簡単かつ短時間で正常に完了できるものであり、コン
ピュータにとっては正常に完了すること、あるいは有意義な成功率でランダムに完了するのが難しいもの
です。CAPTCHA チャレンジは、ブロックアクションが過度に多くの正当なリクエストを停止するが、
すべてのトラフィックを通過させた場合には、許容できないほど高いレベルの望ましくないリクエスト
(ボットからのトラフィックなど) が発生する場合に一般的に使用されます。
CAPTCHA チャレンジでは、望ましくないリクエストをすべて排除することはできません。機械学習と人
工知能を駆使することにより CAPTCHA チャレンジが解決された例も多くあります。CAPTCHA チャレン
ジを回避するために、一部の組織は自動化された技術を人間の介入で補完しています。それにもかかわら
ず、CAPTCHA は、比較的洗練度の低いボットトラフィックを防ぎ、大規模なアプローチに必要なリソー
スを増やすための便利なツールであり続けています。

AWS WAF CAPTCHA チャレンジパズル
AWS WAF は、ユーザーが人間であることを確認するようにユーザーに求める標準的な CAPTCHA の機能
を提供します。
AWS WAF は CAPTCHA チャレンジパズルをランダムに生成し、それらをローテーションさせて、固有の
チャレンジがユーザーに提示されるようにします。AWS WAF は、定期的に新しいタイプとスタイルのパ
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ズルを追加して、オートメーション技術に対する有効性を維持しています。パズルに加えて、AWS WAF
CAPTCHA チャレンジはクライアントに関するデータを収集して、タスクが人間によって完了されるよう
にし、リプレイ攻撃を防ぎます。
AWS WAF CAPTCHA チャレンジは、複数の地理的リージョンで直感的に操作できるように設計されてい
ます。デフォルトのパズルは、視覚的な要素とさまざまな形式のコンピュータインタラクションを利用し
ています。AWS WAF CAPTCHA には、視覚障害を持つユーザーのための代わりの音声ベースのパズルが
含まれています。このチャレンジは、Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) の要件を満たしてい
ます。詳細については、World Wide Web Consortium (W3C) ウェブサイトの「Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) Overview」(Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) の概要) を参照してくださ
い。
各 CAPTCHA チャレンジには、ユーザーが新しいパズルをリクエストしたり、音声パズルと視覚パズルを
切り替えたり、追加の指示にアクセスしたり、パズルの回答を送信したりできる標準のコントロールセッ
トが含まれています。すべてのパズルには、スクリーンリーダー、キーボードコントロール、対比色のサ
ポートが含まれています。AWS WAF CAPTCHA パズルは英語で提供され、固定メッセージとチャレンジ
オプションが付属しています。
一般的な視覚パズルは、次のスクリーンショットに示すように、画像の特定の部分を完成させるために操
作を必要とします。

音声パズルオプションでは、ユーザーがテキストボックスに入力する必要があるテキストに関する指示
に、バックグラウンドノイズを重ねて発信します。次のスクリーンショットは、選択した音声パズルの表
示内容を示しています。
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AWS WAF CAPTCHA の仕組み
AWS WAF CAPTCHA は標準的なルールアクションであるため、比較的簡単に実装できます。CAPTCHA
を使用するには、チャレンジするリクエストを識別するルールの検査基準を作成してから、ルールアク
ション CAPTCHA を指定します。ルールアクションのオプションの一般的な情報については、「AWS
WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。

Note
CAPTCHA ルールアクションを使用する場合、追加料金が請求されます。詳細については、AWS
WAF 料金を参照してください。
トピック
• CAPTCHA トークンとトークンの有効期限 (p. 175)
• CAPTCHA アクション動作 (p. 176)
• ログとメトリクスの CAPTCHA アクション (p. 176)

CAPTCHA トークンとトークンの有効期限
AWS WAF CAPTCHA は、トークンを使用して、CAPTCHA チャレンジに対する成功した応答を追跡しま
す。ユーザーが CAPTCHA チャレンジを解くと、AWS は CAPTCHA トークンを自動的に生成および暗号
化し、cookie としてクライアントに送信します。その後、クライアントがリクエストを送信すると、暗号
化された CAPTCHA トークンがリクエストに含まれます。必要に応じて、AWS WAF はトークンを自動的
に復号し、それが有効な CAPTCHA トークンであることを検証します。CAPTCHA トークンの完全な内容
と暗号化プロセスに関する詳細情報は公開されていません。
トークンには、チャレンジに対する最後に成功したレスポンスのタイムスタンプが含まれます。ユーザー
が CAPTCHA チャレンジを正常に解いた後、トークンの有効期限が切れていると CAPTCHA アクション
を含むルールが判断するまで、クライアントリクエストは再度チャレンジされません。
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トークンイミュニティ時間
AWS WAF は、CAPTCHA イミュニティ時間設定を使用してトークンの有効期限を計算します。これは、
クライアントがチャレンジを正常に完了した後、クライアントが新しい CAPTCHA チャレンジを受け取ら
ないようにする時間の長さです。デフォルトのイミュニティ時間は 300 秒です。有効な値の範囲は 60～
259,200 秒、または 3 日間です。
ウェブ ACL の CAPTCHA 設定とルールの CAPTCHA アクション設定の構成で、CAPTCHA イミュニティ
時間を設定できます。ルールレベルの設定は、ウェブ ACL の設定を上書きします。ルールグループ内の
CAPTCHA ルールの場合、ルールのイミュニティ時間を定義しないと、ルールグループを使用する各ウェ
ブ ACL から CAPTCHA 設定が継承されます。
ウェブ ACL とルールレベルのイミュニティ時間の設定を使用して、CAPTCHA 動作をチューニングできま
す。例えば、機密性の高いデータへのアクセスを制御するルールを低いイミュニティ時間で設定し、他の
ルールについてはより高いイミュニティ時間を使用できます。CAPTCHA チャレンジの解決を要求するこ
とは、顧客のウェブサイトエクスペリエンスを低下させる場合があります。ルールでイミュニティ時間の
設定をチューニングすると、引き続き必要な保護を提供しながら、カスタマーエクスペリエンスへの影響
を緩和するのに役立ちます。
イミュニティ時間を設定する方法については、「CAPTCHA イミュニティ時間の設定 (p. 177)」を参照し
てください。

CAPTCHA アクション動作
ウェブリクエストが CAPTCHA アクションのあるルールの検査基準に一致する場合、AWS WAF
は、CAPTCHA トークンの状態、ルールの CAPTCHA イミュニティ時間の設定、およびリクエストが
CAPTCHA ページを処理できるかどうかに応じて、リクエストの処理方法を決定します。
AWS WAF は、次のように CAPTCHA アクションをウェブリクエストに適用します。
• 有効な CAPTCHA トークン – AWS WAF はルールアクション用に設定したラベルとリクエストのカスタ
マイズを適用し、ウェブ ACL の残りのルールを使用してリクエストの評価を続行します。
• CAPTCHA トークンの不足、無効、または期限切れ – AWS WAF はリクエストのウェブ ACL 評価を中
止し、意図した宛先への送信をブロックします。
AWS WAF は、クライアントに送信して返すレスポンスを生成します。これには、次が含まれます。
• 値が captcha のヘッダー x-amzn-waf-action。
• HTTP ステータスコード 405 Method Not Allowed。
• 値が text/html の Accept ヘッダーがリクエストに含まれている場合、応答には CAPTCHA チャレ
ンジが含まれます。
値が text/html の Accept ヘッダーがリクエストに含まれている場合にのみ、AWS WAF はレスポン
スにチャレンジを含みます。CAPTCHA チャレンジは HTML コンテンツとして処理されるように設計さ
れており、HTML コンテンツを想定しているクライアントによってのみ適切に処理できます。
クライアントが HTML を受け入れることは可能ですが、それでも AWS WAF CAPTCHA チャレンジを
処理することはできません。例えば、小さな iFrame を持つウェブページ上のウィジェットは HTML を
受け入れますが、チャレンジを表示したり処理したりできない場合があります。

ログとメトリクスの CAPTCHA アクション
CAPTCHA アクションは、Count などの非終了アクション、または Block や Allow などの終了アクション
にすることができます。
• 有効な CAPTCHA トークン – アクションが有効なトークンを検出し、リクエストをブロックしない場
合、AWS WAF は次のようにメトリクスとログをキャプチャします。
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• CaptchaRequests および RequestsWithValidCaptchaToken のメトリクスを増分的に増加させ
ます。
• アクションが CAPTCHA の nonTerminatingMatchingRules エントリとして一致をログに記録し
ます。次のリストは、このタイプの一致のログのセクションを示しています。

]

"nonTerminatingMatchingRules": [
{
"ruleId": "captcha-rule",
"action": "CAPTCHA",
"ruleMatchDetails": [],
"captchaResponse": {
"responseCode": 0,
"solveTimestamp": 1632420429
}
}

• CAPTCHA トークンの不足、無効、または期限切れ – トークンの不足または無効が原因でアクションが
リクエストをブロックすると、AWS WAF は次のようにメトリクスとログをキャプチャします。
• CaptchaRequests のメトリクスを増分的に増加させます。
• HTTP 405 ステータスコードの CaptchaResponse エントリとして一致をログに記録します。ログ
は、リクエストに CAPTCHA トークンが不足しているか、トークンの有効期限が切れているかを示し
ます。ログは、AWS WAF が CAPTCHA チャレンジページをクライアントに送信したかどうかも示し
ます。次のリストは、このタイプの一致のログのセクションを示しています。
"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
...
"responseCodeSent": 405,
...
"captchaResponse": {
"responseCode": 405,
"solveTimestamp": 0,
"failureReason": "TOKEN_MISSING"
}

AWS WAF ログの詳細については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してくださ
い。
AWS WAF メトリクスの詳細については、「AWS WAF のメトリクスとディメンション (p. 529)」を参
照してください。
ルールアクションのオプションについては、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してくださ
い。

CAPTCHA イミュニティ時間の設定
ウェブ ACL および CAPTCHA アクションを使用する任意のルールの CAPTCHA イミュニティ時間設定を
構成できます。デフォルトのウェブ ACL 設定は 300 秒です。ルールは、ウェブ ACL からデフォルト設定
を継承します。有効な値の範囲は 60～259,200 秒、または 3 日間です。

ウェブ ACL のイミュニティ時間を設定するには
• コンソール – [Web ACLs] (ウェブ ACL) ページで、設定するウェブ ACL を選択します。これにより、
ウェブ ACL ページが表示されます。コンソールでは、ウェブ ACL を作成した後にのみ、そのウェブ
ACL の CAPTCHA イミュニティ時間を設定できます。
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• [Rules] (ルール) タブを選択します。
• [Web ACL CAPTCHA configuration] (ウェブ ACL CAPTCHA 設定) セクションで [Edit] (編集) を選択
し、変更を加えて、[Save] (保存) を選択します。
• コンソールの外部 – ウェブ ACL データ型には、ウェブ ACL での作成または更新オペレーション用に設
定できる CAPTCHA 設定パラメータがあります。このパラメータを設定しない場合、ウェブ ACL はデ
フォルトの AWS WAF CAPTCHA 設定を継承します。

ルールのイミュニティ時間を設定するには
• コンソール – ルールを作成または編集して CAPTCHA アクションを指定すると、コンソールにルールの
現在のイミュニティ時間設定が表示され、ルールの変更が可能となります。CAPTCHA アクションを使
用しない場合、この設定は使用できません。
• コンソールの外部 – ルールのデータ型には CAPTCHA 設定パラメータがあり、ルールを定義するときに
設定できます。ルールのパラメータを設定しない場合、ルールは、ルールを使用するウェブ ACL から
CAPTCHA 設定を継承します。

AWS WAF CAPTCHA を使用するためのベストプラクティス
このセクションのガイダンスに従って、AWS WAF CAPTCHA を計画および実装します。
CAPTCHA の実装を計画する
ウェブサイトの使用状況と保護するデータの機密性に基づいて、CAPTCHA チャレンジを配置する場所を
決定します。必要に応じてチャレンジを提示できるように、CAPTCHA を使用するリクエストを選択しま
す。ただし、これが役に立たず、ユーザーエクスペリエンスを低下させる可能性のある場合にチャレンジ
を提示しないようにしてください。
CSS や画像のリクエストなど、CAPTCHA による影響を受けたくないリクエストを特定します。不必要に
CAPTCHA を使用しないでください。例えば、ログイン時に CAPTCHA チェックを行う予定で、ユーザー
が常にログインから別の画面に直接移動する場合、2 つ目の画面で CAPTCHA チェックを要求する必要性
はおそらくありません。
機密性の高い非 HTML データを CAPTCHA で保護する
次のアプローチで、API などの機密性の高い非 HTML データのために CAPTCHA 保護を使用できます。
1. HTML レスポンスを受け取り、機密性の高い HTML 以外のデータに対するリクエストの近くで実行され
るリクエストを特定します。
2. HTML のリクエストと照合し、機密データのリクエストと照合する CAPTCHA ルールを記述します。
3. CAPTCHA イミュニティ時間の設定をチューニングして、通常のユーザーインタラクションで、クライ
アントが HTML リクエストから取得する CAPTCHA トークンが使用可能であり、機密データに関する
リクエストで有効期限切れにならないようにします。
機密データに関するリクエストが CAPTCHA ルールに一致する場合、クライアントが以前のチャレンジか
らの有効なトークンをまだ持っていれば、そのリクエストはブロックされません。トークンが使用できな
い場合、または失効している場合、機密データへのアクセスリクエストは失敗します。CAPTCHA ルール
アクションの仕組みの詳細については、「CAPTCHA アクション動作 (p. 176)」を参照してください。
既存のルールをチューニングするために CAPTCHA を使用する
既存のルールを確認し、変更するか追加するかを確認します。一般的なシナリオをいくつか次に示しま
す。
• トラフィックをブロックするレートベースのルールがあるが、正当なユーザーをブロックしないよう
にするためにレート制限を比較的高く維持する場合は、ブロックルールの前に下限と CAPTCHA アク
ションを持つ 2 つ目のレートベースのルールを追加することを検討してください。このようにして、
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ブロッキングルールは、IP が過度に高いレートでリクエストを送信することを引き続きブロックしま
す。CAPTCHA ルールは、ほとんどの自動トラフィックをさらに低いレートでブロックします。レート
ベースルールの詳細については、「レートベースのルールステートメント (p. 97)」を参照してくださ
い。
• ラベル付けを使用し、リクエストをブロックするマネージドルールグループがある場合は、一部または
全部のルールの動作を Block から CAPTCHA に切り替えることができます。これを行うには、マネージ
ドルールグループの設定で、CAPTCHA で使用するルールをカウントに設定します。その後、マネージ
ドルールグループのラベルと照合するマネージドルールグループの後に実行するルールを追加して、こ
のルールアクションを CAPTCHA に設定します。ラベル付けの詳細については、「ウェブリクエストの
ラベル (p. 130)」を参照してください。ルールをカウントに設定する方法については、「ルールアク
ションのカウントへの設定 (p. 16)」を参照してください。
CAPTCHA のデプロイ前にその実装をテストする
これらのガイドラインに従って、AWS WAF CAPTCHA をテストおよびデプロイします。
1. AWS WAF 保護に対するすべての変更について、テスト環境またはステージング環境でのみ使用される
ウェブ ACL のルールに CAPTCHA ルールアクションを追加します。カスタムヘッダー値や特定の URL
など、一致条件や非一致条件を簡単にテストできるルールを選択します。
2. CAPTCHA パフォーマンスをモニタリングするために、AWS WAF Amazon CloudWatch メトリクスを
使用します。オプションで、CAPTCHA メトリクスのダッシュボードを作成できます。
3. 有効期限の要件を確認し、ウェブ ACL とルールレベルの CAPTCHA イミュニティ時間の構成を設定し
て、ウェブサイトへのアクセスコントロールと顧客に優れたエクスペリエンスを提供することのバラン
スが適切なものとなるようにします。
4. 想定されるユーザーエクスペリエンスとトラフィックへの影響について十分な自信をもったら、本番稼
働トラフィックに関連付けられているウェブ ACL にアクションとして CAPTCHA を追加することを検
討してください。新しいルールに、またはトラフィックの一部に現在 Block アクションを使用している
既存のルールの代わりに、アクションを追加します。例えば、あらゆる場所で有効化する前に、好まし
い目標トラフィック量が歴史的にある地理的リージョンベースまたはパスベースの条件を追加すること
を選択できます。

ウェブ ACL トラフィックのログ記録
ログ記録を有効にして、ウェブ ACL で分析されるトラフィックに関する詳細情報を取得できます。ログ
に記録される情報には、AWS WAF が AWS リソースからウェブリクエストを受信した時刻、リクエス
トに関する詳細情報、およびリクエストが一致したルールに関する詳細が含まれます。ログは、Amazon
CloudWatch Logs ロググループ、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、または
Amazon Kinesis Data Firehose に送信できます。

ウェブ ACL トラフィックのログ記録の料金に関する
情報
ウェブ ACL トラフィックに関する情報のログ記録について、各ログの宛先タイプに関連するコストに応じ
て請求されます。これらの料金は、AWS WAF の使用料に加算されます。コストは、選択した宛先タイプ
やログに記録するデータ量などの要因によって異なる場合があります。
各ログ記録の宛先タイプの料金に関する情報へのリンクを次に示します。
• CloudWatch Logs – 料金は公開ログ配信についてのものです。「Amazon CloudWatch Logs の料金」を
参照してください。[Paid Tier] (有料の階層) で [Logs] (ログ) タブを選択し、[Vended Logs] (公開ログ)
で [Delivery to CloudWatch Logs] (CloudWatch Logs に配信) の情報を確認します。
• Amazon S3 バケット – Amazon S3 の料金は、CloudWatch Logs が Amazon S3 バケットに公開ログ配
信した料金と Amazon S3 を使用した料金を合計したものです。
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• Amazon S3 については、「Amazon S3 の料金」を参照してください。
• CloudWatch Logs が Amazon S3 に提供する公開ログ配信については、「Amazon CloudWatch Logs
の料金」を参照してください。[Paid Tier] (有料の階層) で [Logs] (ログ) タブを選択し、[Vended Logs]
(公開ログ) で [Delivery to S3] (S3 に配信) の情報を確認します。
• Kinesis Data Firehose – 「Amazon Kinesis Data Firehose の料金」を参照してください。
AWS WAF の料金については、「AWS WAF の料金」を参照してください。
トピック
• AWS WAF ログ記録の送信先 (p. 180)
• ウェブ ACL のログ記録の管理 (p. 187)
• ログフィールド (p. 188)
• ログの例 (p. 191)

AWS WAF ログ記録の送信先
このセクションでは、AWS WAF ログ用に選択できるログ記録の送信先について説明します。各セクショ
ンでは、送信先の種類のログを設定するためのガイダンスと、送信先の種類に固有の動作に関する情報を
提供します。ログ記録の送信先を設定したら、ウェブ ACL ログ記録設定にその指定を入力して、送信先へ
のログ記録を開始することができます。
トピック
• Amazon CloudWatch Logs (p. 180)
• Amazon Simple Storage Service (p. 182)
• Amazon Kinesis Data Firehose (p. 186)

Amazon CloudWatch Logs
このトピックは、ウェブ ACL トラフィックログの CloudWatch Logs ロググループへの送信に関する情報
を提供します。

Note
AWS WAFの使用料金に加えて、ログ記録の料金が請求されます。詳細については、「ウェブ
ACL トラフィックのログ記録の料金に関する情報 (p. 179)」を参照してください。
Amazon CloudWatch Logs にログを送信するには、CloudWatch Logs ロググループを作成します。AWS
WAF へのログインを有効にするときは、ロググループ ARN を指定します。ウェブ ACL のログ記録を有
効にした後、AWS WAF は、ログストリームの CloudWatch Logs ロググループにログを配信します。
CloudWatch Logs を使用すると、AWS WAF コンソールでウェブ ACL のログを調べることができます。
ウェブ ACL ページで、[Logging insights] (ログ記録のインサイト) タブを選択します。このオプション
は、CloudWatch コンソールで CloudWatch Logs に提供されるログ記録インサイトに追加されるもので
す。
ウェブ ACL と同じリージョンで、ウェブ ACL の管理に使用するのと同じアカウントを使用して、AWS
WAF ウェブ ACL ログのロググループを設定します。CloudWatch Logs ロググループの設定については、
「ロググループとログストリームの操作」を参照してください。

ロググループのクォータ
次のデフォルトの最大クォータは、CloudWatch Logs ロググループの容量とスループットの許容値に適
用されます。ログ記録の要件がこれらの設定に対して高すぎる場合は、アカウントの PutLogEvent の
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スロットリングメトリクスが表示されます。スロットリングの兆候が見られる場合は、Service Quotas の
Service Quotas コンソールを介して AWS WAF と CloudWatch Logs の両方から制限の引き上げをリクエ
ストできます。
• ウェブ ACL あたりのログストリームの数 – 35。AWS WAF からこの引き上げをリクエストできます。
• ログストリームあたりのスループット – 1 秒あたり 5 MB。この設定は修正されています。
• アカウントのすべてのログストリームのスループット – 1 秒あたり 1,500 MB。CloudWatch Logs からこ
れの引き上げをリクエストできます。

ロググループの命名
ロググループ名は aws-waf-logs- で始まる必要があり、末尾を任意のサフィックスにすることができま
す (例: aws-waf-logs-testLogGroup2)。
結果として生じる ARN 形式は次のとおりです。
arn:aws:logs:Region:account-id:log-group:aws-waf-logs-log-group-suffix

ログストリームの命名形式は次のとおりです。
Region_web-acl-name_log-stream-number

ログストリーム番号は、前述のように、ウェブ ACL あたりのログストリーム数の AWS WAF クォータ以
下の正の整数です。デフォルトのクォータは 35 です。
リージョン us-east-1 のウェブ ACL TestWebACL のログストリームの例を次に示します。
us-east-1_TestWebACL_19

CloudWatch Logs にログを発行するための許可
CloudWatch Logs ロググループのウェブ ACL トラフィックログ記録を設定するには、このセク
ションで説明する許可設定が必要です。AWS WAF フルアクセスマネージドポリシーのいずれか
(AWSWAFConsoleFullAccess または AWSWAFFullAccess) を使用すると、許可が設定されます。ロ
グ記録と AWS WAF リソースへのよりきめ細かいアクセスを管理したい場合は、自分で許可を設定でき
ます。許可の管理については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS リソースの アクセス管理」を参照し
てください。AWS WAF マネージドポリシーの詳細については、「AWS WAF の AWS マネージドポリ
シー (p. 221)」を参照してください。
これらの許可を使用すると、ウェブ ACL ログ記録設定の変更、CloudWatch Logs のログ配信の設定、お
よびロググループに関する情報の取得が可能となります。これらの許可は、AWS WAF の管理に使用する
ユーザーにアタッチされる必要があります。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Action":[
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:DeleteLoggingConfiguration"

],
"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow",
"Sid":"LoggingConfigurationAPI"
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}
{

}

]

}

"Sid":"WebACLLoggingCWL",
"Action":[
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeLogGroups"
],
"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow"

すべての AWS リソースでアクションが許可されている場合、その旨はポリシーの "*" の "Resource"
設定で示されます。これは、各アクションがサポートするすべての AWS リソースでアクションが許可さ
れることを意味します。例えば、アクション wafv2:PutLoggingConfiguration は、wafv2 のログ記
録設定リソースでのみサポートされます。

Amazon Simple Storage Service
このトピックは、ウェブ ACL トラフィックログの Amazon S3 バケットへの送信に関する情報を提供しま
す。

Note
AWS WAFの使用料金に加えて、ログ記録の料金が請求されます。詳細については、「ウェブ
ACL トラフィックのログ記録の料金に関する情報 (p. 179)」を参照してください。
ウェブ ACL トラフィックログを Amazon S3 に送信するには、ログ用の Amazon S3 バケットを設定する
必要があります。AWS WAF へのログインを有効にする場合、バケット ARN を指定します。ログ記録バ
ケットの作成については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「バケットの作成」を
参照してください。

Note
AWS WAF は、キータイプ Amazon S3 キー (SSE-S3) および AWS Key Management Service
(SSE-KMS) AWS KMS keys の Amazon S3 バケットによる暗号化をサポートします。AWS WAF
は、AWS によって管理される AWS Key Management Service キーの暗号化をサポートしていま
せん。
ウェブ ACL は、5 分間隔でログファイルを Amazon S3 バケットに発行します。各ログファイルには、前
の 5 分間に記録されたトラフィックのログレコードが含まれています。
ログファイルの最大ファイルサイズは 75 MB です。ログファイルが 5 分以内にファイルサイズの上限に達
した場合、ログはレコードの追加を停止し、Amazon S3 バケットに発行してから、新しいログファイルを
作成します。
1 つのログファイルには、複数のレコードを含むインターリーブされたエントリが含まれます。ウェブ
ACL のすべてのログファイルを表示するには、ウェブ ACL 名、リージョン、およびアカウント ID で集約
されたエントリを探します。

命名要件と構文
AWS WAF ログ記録用のバケット名は aws-waf-logs- で始まる必要があり、末尾は任意のサフィックス
にすることができます。例えば、aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX です。
バケットの場所は次の構文を使用します。
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s3://aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX/

バケットの Amazon リソースネーム (ARN) の形式は次のとおりです。
arn:aws:s3:::aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX

バケット内では、AWS WAF ログは、アカウント ID、リージョン、ウェブ ACL 名、および日時によって
決定されるフォルダ構造の下で書き込まれます。
AWSLogs/account-id/WAFLogs/Region/web-acl-name/YYYY/MM/dd/HH/mm

フォルダ内では、ログファイル名は同様の形式になります。
account-id_waflogs_Region_web-acl-name_timestamp_hash.log.gz

フォルダ構造およびログファイル名で使用される時間の指定は、タイムスタンプ形式の仕様
YYYYMMddTHHmmZ に準拠しています。
DOC-EXAMPLE-BUCKET という名前のバケット用の Amazon S3 バケットに存在するログファイルの例を
次に示します。AWS アカウント は、11111111111 です。ウェブ ACL は TEST-WEBACL であり、リー
ジョンは us-east-1 です。
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/11111111111/WAFLogs/us-east-1/
TEST-WEBACL/2021/10/28/19/50/11111111111_waflogs_us-east-1_TESTWEBACL_20211028T1950Z_e0ca43b5.log.gz

Note
AWS WAF ログ記録用のバケット名は aws-waf-logs- で始まる必要があり、末尾は任意のサ
フィックスにすることができます。

Amazon S3 にログを発行するための許可
Amazon S3 バケットのウェブ ACL トラフィックログ記録を設定するには、次の許可設定が必要で
す。AWS WAF フルアクセスマネージドポリシーのいずれか (AWSWAFConsoleFullAccess または
AWSWAFFullAccess) を使用すると、これらの許可が設定されます。ログ記録と AWS WAF リソースへ
のよりきめ細かいアクセスを管理したい場合は、自分でこれらの許可を設定できます。許可の管理につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS リソースの アクセス管理」を参照してください。AWS WAF マ
ネージドポリシーの詳細については、「AWS WAF の AWS マネージドポリシー (p. 221)」を参照してく
ださい。
次の許可を使用すると、ウェブ ACL ログ記録設定を変更し、Amazon S3 バケットへのログ配信を設定で
きます。これらの許可は、AWS WAF の管理に使用するユーザーにアタッチされる必要があります。

Note
以下に示すアクセス許可を設定すると、AWS CloudTrail にアクセスが拒否されたことを示すエ
ラーが表示されることがありますが、AWS WAF のログ記録に対するアクセス許可は適切です。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Action":[
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
],
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{

},

"Resource":[
"*"
],
"Effect":"Allow",
"Sid":"LoggingConfigurationAPI"

"Sid":"WebACLLogDelivery",
"Action":[
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery"
],
"Resource": "*",
"Effect":"Allow"
},
{

}

]

}

"Sid":"WebACLLoggingS3",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket"
],
"Effect":"Allow"

すべての AWS リソースでアクションが許可されている場合、その旨はポリシーの "*" の "Resource"
設定で示されます。これは、各アクションがサポートするすべての AWS リソースでアクションが許可さ
れることを意味します。例えば、アクション wafv2:PutLoggingConfiguration は、wafv2 のログ記
録設定リソースでのみサポートされます。
デフォルトでは、Amazon S3 バケットとそれに含まれているオブジェクトはプライベートです。バケット
所有者のみが、そのバケットとそれに含まれているオブジェクトにアクセスできます。ただし、バケット
所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーに許可を付与することができ
ます。
フローログを作成しているユーザーがバケットを所有している場合、そのバケットにログを発行する許可
をフローログに付与するため、サービスは次のポリシーを自動的にバケットにアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/account-id/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": ["account-id"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
}

}

]

}
},
{
"Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": ["account-id"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"]
}
}
}

Note
AWS WAF ログ記録用のバケット名は aws-waf-logs- で始まる必要があり、末尾は任意のサ
フィックスにすることができます。
ログを作成しているユーザーがバケットを所有していないか、バケットに対する GetBucketPolicy およ
び PutBucketPolicy 許可がない場合、ログの作成は失敗します。この場合、バケット所有者はバケッ
トに手動で前述のポリシーを追加して、ログ作成者の AWS アカウント ID を指定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「S3 バケットポリシーを追加す
る方法」を参照してください。バケットが複数のアカウントからログを受け取る場合は、各アカウントの
AWSLogDeliveryWrite ポリシーステートメントに Resource エレメントエントリを追加します。
例えば、次のバケットポリシーは、AWS アカウント 111122223333 が aws-waf-logs-doc-example
という名前のバケットにログを発行することを許可します:
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/111122223333/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"aws:SourceAccount": ["111122223333"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
}
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},
{

}

]

}

}
"Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": ["111122223333"]
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
}
}

Amazon S3 ログファイルのアクセス
Amazon S3 は、必須のバケットポリシーに加えて、アクセスコントロールリスト (ACL) を使用し
て、AWS WAF ログによって作成されたログファイルへのアクセスを管理します。デフォルトでは、バ
ケット所有者が各ログファイルで FULL_CONTROL 許可を持ちます。ログ配信の所有者 (バケット所有者と
は異なる場合) は、許可を持ちません。ログ配信アカウントには、READ および WRITE 許可があります。
詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「アクセスコントロールリスト
(ACL) の概要」を参照してください。
ログファイルは圧縮されます。Amazon S3 コンソールを使用してファイルを開くと、Amazon S3 はログ
レコードを解凍して表示します。ログファイルをダウンロードする場合、レコードを表示するには解凍す
る必要があります。

Amazon Kinesis Data Firehose
このセクションは、ウェブ ACL トラフィックログの Amazon Kinesis Data Firehose への送信に関する情
報を提供します。

Note
AWS WAFの使用料金に加えて、ログ記録の料金が請求されます。詳細については、「ウェブ
ACL トラフィックのログ記録の料金に関する情報 (p. 179)」を参照してください。
ログを Amazon Kinesis Data Firehose に送信するには、ウェブ ACL からストレージ先が設定されてい
る Amazon Kinesis Data Firehose にログを送信します。ログ記録を有効にすると、AWS WAF は Data
Firehose の HTTPS エンドポイントを介してストレージ先にログを送信します。
Amazon Kinesis Data Firehose を作成し、保存されているログを確認する方法については、「What Is
Amazon Kinesis Data Firehose?」(Amazon Kinesis Data Firehose とは) を参照してください。Kinesis
Data Firehose の設定に必要な許可を理解するには、「Controlling Access with Amazon Kinesis Data
Firehose」(Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセスの制御) を参照してください。
Amazon Kinesis Data Firehose を使用してログ記録を正常に有効化するには、次の許可が付与されている
必要があります。
• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration
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サービスにリンクされたロールおよび iam:CreateServiceLinkedRole 許可の詳細については、
「AWS WAF のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 227)」を参照してください。
配信ストリームの作成の詳細については、「Creating an Amazon Kinesis Data Firehose Delivery Stream」
(Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成) を参照してください。
ウェブ ACL の Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームを次のように設定します。
• ウェブ ACL の管理に使用するアカウントと同じアカウントを使用して作成します。
• ウェブ ACL と同じリージョンに作成します。Amazon CloudFront のログをキャプチャしている場合
は、米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 に Firehose を作成します。
• データ Firehose にプレフィックス aws-waf-logs- で始まる名前を付けます。例えば、aws-waflogs-us-east-2-analytics です。
• Direct PUT 用に設定し、アプリケーションが配信ストリームに直接アクセスできるようにしま
す。Amazon Kinesis Data Firehose コンソールで、配信ストリームの [Source] (ソース) の設定に [Direct
PUT or other sources] (Direct PUT または他のソース) を選択します。API を通じて、配信ストリームの
プロパティ DeliveryStreamType を DirectPut に設定します。

Note
Kinesis stream をソースとして使用しないでください。
1 つの AWS WAF ログは、1 つの Kinesis Data Firehose レコードに相当します。通常の場合に 1 秒あたり
10,000 リクエストを受信し、完全ログを有効にすると、Kinesis Data Firehose では 1 秒あたり 10,000 レ
コードに設定されます。Kinesis Data Firehose を正しく設定しないと、AWS WAF はすべてのログを記録
しません。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose Quotas」(Amazon Kinesis Data Firehose の
クォータ) を参照してください。

ウェブ ACL のログ記録の管理
ウェブ ACL のログ記録はいつでも有効にしたり、無効にしたりできます。

Note
AWS WAFの使用料金に加えて、ログ記録の料金が請求されます。詳細については、「ウェブ
ACL トラフィックのログ記録の料金に関する情報 (p. 179)」を参照してください。
ウェブ ACL のログ記録設定では、AWS WAF がログに送信する内容をカスタマイズできます。
• フィールドのマスキング – ログレコードからいくつかのフィールドをマスキングできます。マスキン
グされたフィールドは、ログに XXX と表示されます。例えば、[URI] フィールドをマスキングすると、
ログの [URI] フィールドは XXX となります。ログフィールドのリストについては、「ログフィール
ド (p. 188)」を参照してください。
• ログのフィルタリング – フィルタリングを追加して、ログに保持されるウェブリクエストとドロップさ
れるウェブリクエストを指定できます。ウェブリクエストの評価時に AWS WAF が適用する設定に基づ
いてフィルタリングします。次の設定でフィルタリングできます。
• ルールアクション – ルールアクションの設定については、「AWS WAF ルールアクショ
ン (p. 84)」を参照してください。
• 完全修飾ラベル – 完全修飾ラベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名が
あります。プレフィクスは、ラベルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキス
トを識別します。ラベルの詳細については、「ウェブリクエストのラベル (p. 130)」を参照してくだ
さい。

ウェブ ACL でログ記録を有効にするには
この手順では、設定済みのログ記録先が必要です。ターゲットの選択肢とそれぞれの要件については、
「AWS WAF ログ記録の送信先 (p. 180)」を参照してください。
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1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

ログ記録を有効にするウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示さ
れ、そこで編集できます。

4.

[Logging] (ログ記録) タブで [Enable logging] (ログの有効化) を選択します。

5.

ログ記録の送信先タイプを選択し、設定したログ記録先を選択します。名前が aws-waf-logs- で始
まるログ記録先を選択する必要があります。

6.

(オプション) 特定のフィールドとその値がログに含まれることを希望しない場合には、このフィール
ドをマスキングします。マスキングするフィールドを選び、[Add] (追加) を選択します。必要に応じ
て手順を繰り返し、追加のフィールドをマスキングします。マスキングされたフィールドは、ログに
XXX と表示されます。例えば、[URI] フィールドをマスキングすると、ログの [URI] フィールドは XXX
となります。

7.

(オプション) すべてのリクエストをログに送信しない場合は、フィルタリング条件と動作を追加しま
す。[Filter logs] (ログをフィルタリング) で、適用する各フィルターについて [Add filter] (フィルターを
追加) を選択し、次にフィルター基準を選択して、基準に一致するリクエストを保持するかドロップ
するかを指定します。フィルターの追加が完了したら、必要に応じて、[Default logging behavior] (デ
フォルトのログ記録動作) を変更します。

8.

[Enable logging] (ログの有効化) を選択します。

Note
ログ記録を正常に有効にすると、AWS WAF は、ログ記録の宛先にログを書き込むために
必要な許可を持つサービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、「AWS
WAF のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 227)」を参照してください。

ウェブ ACL でログ記録を無効にするには
1.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

2.

ログ記録を無効にするウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示さ
れ、そこで編集できます。

3.

[Logging] (ログ記録) タブで [Disable logging] (ログの無効化) を選択します。

4.

確認ダイアログボックスで、[Disable logging] (ログの無効化) を選択します。

ログフィールド
次のリストは、可能なログフィールドについて説明しています。
action
アクション。ALLOW と BLOCK は終了ルールアクションです。COUNT は非終了ルールアクションで
す。CAPTCHA はリクエストに有効な CAPTCHA トークンが含まれている場合は非終了であり、含ま
れていない場合は終了です。
args
クエリ文字列。
captchaResponse
CAPTCHA アクションによってウェブリクエスト検査が終了したときに入力されるリクエストへの
CAPTCHA 応答。リクエストに CAPTCHA トークンが含まれていないか、そのトークンが無効または
期限切れの場合、CAPTCHA アクションはウェブリクエストの検査を終了します。このフィールドに
は、レスポンスコードと失敗の理由が含まれます。CAPTCHA アクションによってウェブリクエスト
が許可されると、情報がフィールド nonTerminatingMatchingRules にキャプチャされます。
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clientIp
リクエストを送信するクライアントの IP アドレス。
country
リクエストの送信国。AWS WAF が発信元の国を特定できない場合は、このフィールドを [-] に設定
します。
excludedRules
ルールグループのルールにのみ使用されます。除外されているルールグループ内のルールのリスト。
これらのルールのアクションは [COUNT] に設定されます。
exclusionType
除外されたルールにアクション COUNT があることを示すタイプ。
ruleId
除外されたルールグループ内のルールの ID。
formatVersion
ログの形式バージョン。
headers
ヘッダーの一覧。
httpMethod
リクエストの HTTP メソッド。
httpRequest
リクエストに関するメタデータです。
httpSourceId
ソース ID。このフィールドには、関連付けられたリソースの ID が表示されます。
httpSourceName
リクエストの送信元。可能な値: CF (Amazon CloudFront)、APIGW (Amazon API Gateway)、ALB
(Application Load Balancer)、および APPSYNC (AWS AppSync)。
httpVersion
HTTP のバージョン。
ラベル
ウェブリクエストのラベル。これらのラベルは、リクエストの評価に使用されたルールによって適用
されました。AWS WAF は、最初の 100 個のラベルをログに記録します。
limitKey
レートベースのルールによるレート制限に関するリクエストを集約するために AWS WAF が使用する
必要がある IP アドレスソースを示します。可能な値は、IP (ウェブリクエストのオリジンの場合)、お
よび FORWARDED_IP (リクエストのヘッダーで転送された IP の場合) です。
limitValue
レート制限用にリクエストを集約するためにレートベースのルールで使用される IP アドレス。リクエ
ストに有効ではない IP アドレスが含まれている場合、limitvalue は INVALID です。
maxRateAllowed
5 分間に許可される limitKey で指定されたフィールドに同じ値を持つ、リクエストの最大数。リク
エストの数が maxRateAllowed を超え、このルールで指定されるほかの述語が一致した場合、AWS
WAF はこのルールで指定されるアクションをトリガーします。
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nonTerminatingMatchingRules
リクエストに一致する非終了ルールのリスト。
action
これは COUNT または CAPTCHA のいずれかになります。ウェブリクエストに有効な CAPTCHA
トークンが含まれている場合、CAPTCHA アクションは非終了となります。
ruleId
リクエストに一致し、非終了ルールの ID。
ruleMatchDetails
リクエストに一致したルールに関する詳細情報。このフィールドは、SQL インジェクションおよ
びクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致ルールステートメントに対してのみ設定されます。
一致ルールでは、複数の検査基準の一致が必要になる場合があるため、これらの一致の詳細は、
一致基準の配列として提供されます。
oversizeFields
ウェブ ACL によって検査され、AWS WAF 検査限界を超えるウェブリクエスト内のフィールドを一覧
表示します。このリストには、REQUEST_BODY、REQUEST_JSON_BODY、REQUEST_HEADERS、およ
び REQUEST_COOKIES の値が何個か含まれることも、含まれないこともあります。フィールドがオー
バーサイズであっても、ウェブ ACL が検査しない場合、ここには表示されません。オーバーサイズ
フィールドの詳細については、「リクエストボディ、ヘッダー、cookie の検査 (p. 117)」を参照し
てください。
rateBasedRuleId
このリクエストで動作したレートベースのルールの ID。これがリクエストを終了した場
合、rateBasedRuleId の ID は、terminatingRuleId の ID と同じです。
rateBasedRuleList
このリクエストで動作したレートベースのルールのリスト。
rateBasedRuleName
このリクエストで動作したレートベースのルールの名前。
requestHeadersInserted
カスタムリクエストの処理用に挿入されるヘッダーのリスト。
requestId
基盤となるホストサービスによって生成されるリクエストの ID。Application Load Balancer では、こ
れはトレース ID です。その他すべての場合、これはリクエスト ID です。
responseCodeSent
カスタムレスポンスで送信されるレスポンスコード。
ruleGroupId
ルールグループの ID ルールがリクエストをブロックした場合、ruleGroupID の ID
は、terminatingRuleId の ID と同じです。
ruleGroupList
このリクエストで動作したルールグループのリスト。
terminatingRule
リクエストを終了したルール。これが null 以外の値の場合、[ruleId] および [action] (アクション) も含
まれます。
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terminatingRuleId
リクエストを終了したルールの ID。リクエストを終了したものがない場合、この値は
Default_Action となります。
terminatingRuleMatchDetails
リクエストに一致した終了ルールに関する詳細情報。終了ルールには、ウェブリクエストに対
する検査プロセスを終了するアクションがあります。終了ルールについて可能なアクションに
は、ALLOW、BLOCK、および CAPTCHA が含まれます。ウェブリクエストの検査中に、リクエストに
一致し、終了アクションを持つ最初のルールで、AWS WAF は検査を停止し、アクションを適用しま
す。ウェブリクエストには、一致する終了ルールのログで報告された脅威に加えて、他の脅威が含ま
れている可能性があります。
これは、SQL インジェクションおよびクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致ルールステートメ
ントに対してのみ設定されます。一致ルールでは、複数の検査基準の一致が必要になる場合があるた
め、これらの一致の詳細は、一致基準の配列として提供されます。
terminatingRuleType
リクエストを終了したルールのタイプ。可能な値:
RATE_BASED、REGULAR、GROUP、MANAGED_RULE_GROUP。
timestamp
タイムスタンプ (ミリ秒単位)。
uri
リクエストの URI。上記のコードの例では、このフィールドがマスキングされた場合の値を示してい
ます。
webaclId
ウェブ ACL の GUID。

ログの例
Example SQLi 検出 (終了) でトリガーされたルールのログ出力
{

"timestamp": 1576280412771,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/
STMTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
"terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails": [
{
"conditionType": "SQL_INJECTION",
"sensitivityLevel": "HIGH",
"location": "HEADER",
"matchedData": [
"10",
"AND",
"1"
]
}
],
"httpSourceName": "-",
"httpSourceId": "-",
"ruleGroupList": [],
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}

"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"httpRequest": {
"clientIp": "1.1.1.1",
"country": "AU",
"headers": [
{
"name": "Host",
"value": "localhost:1989"
},
{
"name": "User-Agent",
"value": "curl/7.61.1"
},
{
"name": "Accept",
"value": "*/*"
},
{
"name": "x-stm-test",
"value": "10 AND 1=1"
}
],
"uri": "/foo",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]

Example SQLi 検出 (非終了) でトリガーされたルールのログ出力
{

"timestamp":1592357192516
,"formatVersion":1
,"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/helloworld/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
,"terminatingRuleId":"Default_Action"
,"terminatingRuleType":"REGULAR"
,"action":"ALLOW"
,"terminatingRuleMatchDetails":[]
,"httpSourceName":"-"
,"httpSourceId":"-"
,"ruleGroupList":[]
,"rateBasedRuleList":[]
,"nonTerminatingMatchingRules":
[{
"ruleId":"TestRule"
,"action":"COUNT"
,"ruleMatchDetails":
[{
"conditionType":"SQL_INJECTION"
,"sensitivityLevel": "HIGH"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":[
"10"
,"and"
,"1"]
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}

}]
}]
,"httpRequest":{
"clientIp":"3.3.3.3"
,"country":"US"
,"headers":[
{"name":"Host","value":"localhost:1989"}
,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"}
,{"name":"Accept","value":"*/*"}
,{"name":"foo","value":"10 AND 1=1"}
]
,"uri":"/foo","args":""
,"httpVersion":"HTTP/1.1"
,"httpMethod":"GET"
,"requestId":"rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]

Example ルールグループ内でトリガーされた複数のルールのログ出力 (RuleA-XSS は終了、RuleB は非終了)
{

"timestamp":1592361810888,
"formatVersion":1,
"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/helloworld/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
,"terminatingRuleId":"RG-Reference"
,"terminatingRuleType":"GROUP"
,"action":"BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails":
[{
"conditionType":"XSS"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":["<","frameset"]
}]
,"httpSourceName":"-"
,"httpSourceId":"-"
,"ruleGroupList":
[{
"ruleGroupId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/hello-world/
c05lb698-1f11-4m41-aef4-99a506d53f4b"
,"terminatingRule":{
"ruleId":"RuleA-XSS"
,"action":"BLOCK"
,"ruleMatchDetails":null
}
,"nonTerminatingMatchingRules":
[{
"ruleId":"RuleB-SQLi"
,"action":"COUNT"
,"ruleMatchDetails":
[{
"conditionType":"SQL_INJECTION"
,"sensitivityLevel": "LOW"
,"location":"HEADER"
,"matchedData":[
"10"
,"and"
,"1"]
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}]
}]
,"excludedRules":null

}

}]
,"rateBasedRuleList":[]
,"nonTerminatingMatchingRules":[]
,"httpRequest":{
"clientIp":"3.3.3.3"
,"country":"US"
,"headers":
[
{"name":"Host","value":"localhost:1989"}
,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"}
,{"name":"Accept","value":"*/*"}
,{"name":"xssfoo","value":"<frameset onload=alert(1)>"}
,{"name":"bar","value":"10 AND 1=1"}
]
,"uri":"/foo"
,"args":""
,"httpVersion":"HTTP/1.1"
,"httpMethod":"GET"
,"requestId":"rid"
},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]

Example コンテンツタイプ JSON を使用したリクエストボディの検査のためにトリガーされた
ルールのログ出力
AWS WAF は現在、JSON 本文の検査の場所を UNKNOWN としてレポートします。
{

"timestamp": 1576280412771,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:123456789012:regional/webacl/test/111",
"terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "BLOCK",
"terminatingRuleMatchDetails": [
{
"conditionType": "SQL_INJECTION",
"sensitivityLevel": "LOW",
"location": "UNKNOWN",
"matchedData": [
"10",
"AND",
"1"
]
}
],
"httpSourceName": "ALB",
"httpSourceId": "alb",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted":null,
"responseCodeSent":null,
"httpRequest": {
"clientIp": "1.1.1.1",
"country": "AU",
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"headers": [],
"uri": "",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "POST",
"requestId": "null"

}

},
"labels": [
{
"name": "value"
}
]

Example 失効していない有効な CAPTCHA トークンを使用したウェブリクエストに対する
CAPTCHA ルールのログ出力
次のログリストは、CAPTCHA アクションを持つルールと一致したウェブリクエストについてのも
のです。失効していない有効な CAPTCHA トークンがウェブリクエストにあり、Count アクショ
ンと同様に、AWS WAF によって CAPTCHA 一致としてのみ示されます。この CAPTCHA 一致
は、nonTerminatingMatchingRules の下に示されます。
{

"timestamp": 1632420429309,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-webacl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
"terminatingRuleId": "Default_Action",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "ALLOW",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [
{
"ruleId": "captcha-rule",
"action": "CAPTCHA",
"ruleMatchDetails": [],
"captchaResponse": {
"responseCode": 0,
"solveTimestamp": 1632420429
}
}
],
"requestHeadersInserted": [
{
"name": "x-amzn-waf-test-header-name",
"value": "test-header-value"
}
],
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
"clientIp": "72.21.198.65",
"country": "US",
"headers": [
{
"name": "X-Forwarded-For",
"value": "72.21.198.65"
},
{
"name": "X-Forwarded-Proto",
"value": "https"
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},
{

"name": "X-Forwarded-Port",
"value": "443"

},
{

"name": "Host",
"value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"

},
{

"name": "X-Amzn-Trace-Id",
"value": "Root=1-614cc24d-5ad89a09181910c43917a888"

},
{

"name": "cache-control",
"value": "max-age=0"

},
{

"name": "sec-ch-ua",
"value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=

\"99\""
},
{

"name": "sec-ch-ua-mobile",
"value": "?0"

},
{

"name": "sec-ch-ua-platform",
"value": "\"Windows\""

},
{

"name": "upgrade-insecure-requests",
"value": "1"

},
{

"name": "user-agent",
"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
},
{
"name": "accept",
"value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
},
{
"name": "sec-fetch-site",
"value": "same-origin"
},
{
"name": "sec-fetch-mode",
"value": "navigate"
},
{
"name": "sec-fetch-user",
"value": "?1"
},
{
"name": "sec-fetch-dest",
"value": "document"
},
{
"name": "referer",
"value": "https://b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pen-test/
pets"
},
{
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"name": "accept-encoding",
"value": "gzip, deflate, br"

},
{

"name": "accept-language",
"value": "en-US,en;q=0.9"

},
{

"name": "cookie",
"value": "aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJKVAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2O8lSkYDRqf1yONcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
}
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINMHHUgoAMFxug="
}
}

Example CAPTCHA トークンを持たないウェブリクエストに対する CAPTCHA ルールのログ出力
次のログリストは、CAPTCHA アクションを持つルールと一致したウェブリクエストについてのもので
す。ウェブリクエストには CAPTCHA トークンがなく、AWS WAF によってブロックされました。
{

"timestamp": 1632420416512,
"formatVersion": 1,
"webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-webacl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": 405,
"httpRequest": {
"clientIp": "72.21.198.65",
"country": "US",
"headers": [
{
"name": "X-Forwarded-For",
"value": "72.21.198.65"
},
{
"name": "X-Forwarded-Proto",
"value": "https"
},
{
"name": "X-Forwarded-Port",
"value": "443"
},
{
"name": "Host",
"value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
},
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{

"name": "X-Amzn-Trace-Id",
"value": "Root=1-614cc240-18b57ff33c10e5c016b508c5"

},
{

"name": "sec-ch-ua",
"value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=

\"99\""
},
{

"name": "sec-ch-ua-mobile",
"value": "?0"

},
{

"name": "sec-ch-ua-platform",
"value": "\"Windows\""

},
{

"name": "upgrade-insecure-requests",
"value": "1"

},
{

"name": "user-agent",
"value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
},
{
"name": "accept",
"value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
},
{
"name": "sec-fetch-site",
"value": "cross-site"
},
{
"name": "sec-fetch-mode",
"value": "navigate"
},
{
"name": "sec-fetch-user",
"value": "?1"
},
{
"name": "sec-fetch-dest",
"value": "document"
},
{
"name": "accept-encoding",
"value": "gzip, deflate, br"
},
{
"name": "accept-language",
"value": "en-US,en;q=0.9"
}
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINKHEssoAMFsrg="
},
"captchaResponse": {
"responseCode": 405,
"solveTimestamp": 0,
"failureReason": "TOKEN_MISSING"
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レートベースのルールごとにブロックされている
IP アドレスの一覧表示
CLI、API、または任意の SDK を使用して、レートベースのルールによって現在ブロックされている IP ア
ドレスのリストにアクセスできます。このトピックでは、CLI および API を使用したアクセスについて説
明します。現時点では、コンソールにはこの機能はありません。
AWS WAF API の場合、コマンドは GetRateBasedStatementManagedKeys です。
AWS WAF CLI の場合、コマンドは get-rate-based-statement-managed-keys です。
単一のレートベースのルールインスタンスについてブロックできる IP アドレスの最大数は 10,000 で
す。10,000 を超えるアドレスがレート制限を超えた場合、AWS WAF は、レートが最も高いアドレスをブ
ロックします。
Amazon CloudFront ディストリビューションのウェブ ACL で使用されているレートベースのルールのブ
ロックされている IP アドレスのリストを取得する構文を次に示します。
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=CLOUDFRONT --region=us-east-1 -web-acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

次の内容では、地域アプリケーション、Amazon API Gateway REST API、Application Load
Balancer、AWS AppSync GraphQL API、Amazon Cognito ユーザープールの構文を示します。
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-aclname=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

AWS WAF は、ウェブリクエストをモニタリングし、ウェブ ACL、オプションのルールグループ、および
レートベースのルールの一意の組み合わせごとにキーを個別に管理します。例えば、ルールグループ内で
レートベースのルールを定義してから、ウェブ ACL でルールグループを使用すると、AWS WAF はウェブ
リクエストをモニタリングし、そのウェブ ACL、ルールグループ参照ステートメント、およびレートベー
スのルールインスタンスのキーを管理できます。2 つ目のウェブ ACL で同じルールグループを使用する場
合、AWS WAF はウェブリクエストをモニタリングし、最初の使用とは完全に独立して、この 2 つ目の使
用のためにキーを管理します。
ルールグループ内で定義したレートベースのルールの場合は、ルールグループ内のウェブ ACL 名とレート
ベースのルール名に加えて、リクエストでルールグループ参照ステートメントの名前を指定する必要があ
ります。レートベースのルールがルールグループ内で定義され、ウェブ ACL でルールグループが使用され
るリージョンレベルのアプリケーションの構文を次に示します。
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --webacl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-group-rule-name=RuleGroupRuleName --rulename=RuleName

AWS WAF 保護のテストとチューニング
ウェブサイトまたはウェブアプリケーショントラフィックに適用する前に、AWS WAF ウェブ ACL への変
更をテストおよびチューニングすることをお勧めします。
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本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックにウェブ ACL 実装をデプロイする前に、トラフィックへの潜在的な影響
に慣れるまで、ステージング環境またはテスト環境でテストおよびチューニングします。その
後、ルールを有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでルールをテストして
チューニングします。
このセクションでは、AWS WAF ウェブ ACL、ルール、ルールグループ、IP セット、および正規表現パ
ターンセットをテストおよびチューニングするためのガイダンスを提供します。
また、このセクションでは、他のユーザーによって管理されているルールグループの使用をテストする
ための一般的なガイダンスも提供します。これには、AWS マネージドルールのルールグループ、AWS
Marketplace マネージドルールグループ、別のアカウントによって共有されているルールグループが含ま
れます。これらのルールグループについては、ルールグループプロバイダーから取得したガイダンスにも
従ってください。
• ボットコントロール AWS マネージドルールの詳細は、AWS WAF Bot Control のテストとデプロ
イ (p. 140) を参照してください。
• アカウント乗っ取り防止の AWS マネージドルールのルールグループについては、「ATP のテストとデ
プロイ (p. 154)」を参照してください。
更新中の一時的な不一致
ウェブ ACL またはその他の AWS WAF リソースを作成または変更すると、リソースが保存されているす
べての領域に反映されるまで、変更に少し時間がかかります。伝播時間は、数秒から数分までかかりま
す。
次の内容では、変更伝播中に直面する一時的な不整合性の例を紹介します。
• ウェブ ACL を作成した後、それをリソースに関連付けようとすると、ウェブ ACL が利用できないこと
を示す例外が表示される場合があります。
• ルールグループをウェブ ACL に追加した後、新しいルールグループのルールは、ウェブ ACL が使用さ
れるエリアで有効になり、別のエリアでは有効にならない場合があります。
• ルールのアクション設定を変更した後、古いアクションを一部のエリアで確認され、新しいアクション
を別のエリアで確認される場合があります。
• ブロックルールで使用されている IP セットに IP アドレスを追加した後、新しいアドレスはあるエリア
ではブロックされ、別のエリアでは許可される場合があります。

ハイレベルステップのテストとチューニング
このセクションでは、ウェブ ACL が使用するルールまたはルールグループなど、ウェブ ACL に対する変
更をテストするための手順のチェックリストを示します。

Note
このセクションのガイダンスに従うには、ウェブ ACL、ルール、ルールグループなどの AWS
WAF 保護の作成および管理方法を理解する必要があります。この情報は、このガイドの前のセク
ションで説明しています。

ウェブ ACL をテストしてチューニングするには
これらのステップを最初にテスト環境で実行し、次に本番環境で実行します。
1.

テストの準備
監視環境を準備し、テスト用のカウントモードへの AWS WAF 保護、および必要なリソースの関連付
けを作成します。
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「テストの準備 (p. 201)」を参照してください。
2.

テスト環境および本番環境での監視とチューニング
最初にテスト環境またはステージング環境で AWS WAF 保護を監視およびチューニングし、次に本番
環境で、必要に応じてトラフィックを処理できることを確認するまで保護を監視します。
「モニタリングとチューニング (p. 202)」を参照してください。

3.

本番環境で保護を有効にする
テスト保護に納得できたら、それらを本番モードに切り替え、不要なテストアーティファクトをク
リーンアップして、監視を続行します。
「本番環境で保護の有効化 (p. 207)」を参照してください。

変更の実装が完了したら、本番環境でウェブトラフィックと保護を監視し、必要に応じて動作しているこ
とを確認します。Web トラフィックパターンは時間の経過とともに変化することがあるため、時々保護を
調整する必要がある場合があります。

テストの準備
このセクションでは、AWS WAF 保護をテストおよびチューニングするためのセットアップ方法について
説明します。

Note
このセクションのガイダンスに従うには、ウェブ ACL、ルール、ルールグループなどの AWS
WAF 保護の作成および管理方法を一般的に理解する必要があります。この情報は、このガイドの
前のセクションで説明しています。

テストを準備するには
1.

ウェブ ACL のログ記録、Amazon CloudWatch メトリクス、およびウェブ ACL のウェブリクエスト
サンプリングを有効にする
ログ記録、メトリクス、およびサンプリングを使用して、ウェブ ACL ルールとウェブトラフィックと
の相互作用を監視します。
• ログ記録 — AWS WAF を構成して ウェブ ACL が評価するウェブリクエストをログに記録するこ
とができます。ログは、CloudWatch ログ、Amazon S3 バケット、または Amazon Kinesis Data
Firehose に送信できます。フィールドの修正やフィルタリングの適用も可能です。詳細について
は、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。
• Amazon CloudWatch メトリクス — ウェブ ACL 設定で、監視するすべてのメトリック仕様を指定
します。AWS WAF と CloudWatch コンソールでこれらのメトリクスを表示することもできます。
詳細については、「Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 528)」を参照してください。
• ウェブリクエストサンプリング — ウェブ ACL が評価するすべてのウェブリクエストのサンプルを
表示できます。ウェブリクエストサンプリングの詳細については、「ウェブリクエストのサンプル
の表示 (p. 206)」を参照してください。

2.

保護を Count モードに設定します。
ウェブ ACL 設定で、テストするものをカウントモードに切り替えます。これにより、テスト保護は、
リクエストの処理方法を変更することなく、ウェブリクエストに対する一致を記録します。メトリク
ス、ログ、およびサンプリングされたリクエストで一致を確認し、一致条件を検証し、ウェブトラ
フィックにどのような影響があるかを理解することができます。一致するリクエストにラベルを追加
するルールは、ルールのアクションに関係なくラベルを追加します。
• ウェブ ACL で定義されているルール — ウェブ ACL のルールを編集し、アクションをCount に設
定します。
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• ルールグループ — ウェブ ACL 設定で、ルールグループのルールステートメントを編集し、ルール
アクションを Count を設定します。JSON でウェブ ACL を管理する場合は、ルールグループ参照
ステートメントの ExcludedRules リストにルールを追加します。詳細については、「ルールグ
ループにおけるルールアクションのカウントへの設定 (p. 22)」を参照してください。
独自のルールグループについては、ルールグループ自体のルールアクションを変更しないでくださ
い。ルールグループルールCountアクションは、テストに必要なメトリクスやその他のアーティ
ファクトを生成しません。また、ルールグループを変更すると、ルールグループを変更すると、そ
れを使用するすべてのWeb ACLに影響しますが、ウェブ ACL 構成内の変更は単一のウェブ ACL に
のみ影響します。
• ウェブ ACL — 新しいウェブ ACL をテストする場合は、リクエストを許可するウェブ ACL のデ
フォルトのアクションを設定します。これにより、トラフィックに影響を与えずにウェブ ACL を試
すことができます。
一般に、カウントモードでは実稼働よりも多くの一致が報告されます。これは、リクエストをカウン
トするルールがウェブ ACL によるリクエストの評価を停止しないため、ウェブ ACL で後で実行され
るルールもリクエストと一致する場合があるためです。ルールアクションを本番設定に変更すると、
リクエストを許可またはブロックするルールは、一致するリクエストの評価を終了します。その結
果、一致するリクエストは通常、ウェブ ACL 内のより少ないルールで検査されます。ウェブリクエス
トの全体的な評価に対するルールアクションの影響の詳細については、「AWS WAF ルールアクショ
ン (p. 84)」を参照してください。。

3.

これらの設定を使用すると、新しい保護によってウェブトラフィックは変更されませんが、メトリク
ス、ウェブ ACL ログ、およびリクエストサンプルで一致情報が生成されます。
ウェブ ACL をリソースに関連付ける
ウェブ ACL がリソースに関連付けられていない場合は、関連付けます。
「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除 (p. 23)」を参照してください。

これで、ウェブ ACL を監視してチューニングする準備ができました。

モニタリングとチューニング
このセクションでは、AWS WAF 保護を監視して調整する方法について説明します。

Note
このセクションのガイダンスに従うには、ウェブ ACL、ルール、ルールグループなどの AWS
WAF 保護の作成および管理方法を一般的に理解する必要があります。この情報は、このガイドの
前のセクションで説明しています。
ウェブトラフィックとルールの一致をモニタリングして、ウェブ ACL の動作を確認します。問題が見つ
かった場合は、ルールを調整して修正し、モニタリングして調整を確認します。
ウェブ ACL が必要に応じてウェブトラフィックを管理するまで、次の手順を繰り返します。

モニタリングおよびチューニング
1.

トラフィックとルールの一致をモニタリングする
トラフィックがフローしていることと、テストルールで一致するリクエストが検出されていることを
確認します。
テストしている保護については、次の情報を参照してください。
• ログ — ログには、ウェブリクエストと一致するテストルールが次のように表示されます。
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• Count アクションがあるウェブ ACL のルールは、nonTerminatingMatchingRules としてリ
ストされます。
• ルールグループは、ruleGroupId フィールドで識別されます。。
• ウェブ ACL 設定で Count に設定したルールグループのルールは、ruleGroupList
でexcludedRules として表示されます。
• ルールがリクエストに適用したラベルが Labels フィールドに一覧表示されます。
ログのコンテンツの詳細については、「ログフィールド (p. 188)」を参照してください。
• メトリクス — ウェブリクエストと一致するテストルールのメトリックは、次のように表示されま
す。
• Count アクションがあるウェブ ACL のルールは、ウェブ ACL の Count メトリックとしてリス
トされます。
• ルールグループの場合、Count に設定したルールウェブ ACL の設定は、ルールグループメト
リックの下に表示されます。

Note
AWS WAF は、ルールグループ構成の Count アクションを用いて設定されたルールのメ
トリクスを生成しません。これは、ルールグループ参照ステートメントのウェブ ACL 構
成を介して Count にオーバーライドするルールのメトリクスのみを生成します。
• マネージドルールグループの場合、ウェブ ACL 設定で Count に設定したルールは、ウェブ ACL
メトリックの下に一覧表示されます。ルールグループのメトリクスを表示できるのは、ルールグ
ループの所有者だけです。
メトリクスの詳細については、「ウェブ ACL のメトリクスの表示 (p. 204)」を参照してくださ
い。
• ウェブリクエストのサンプル — サンプリングされたリクエストは、ウェブリクエストと一致するテ
ストルールの情報を次のように提供します。
• サンプル情報では、ウェブ ACL 内のルールのメトリクス名で一致するルールを識別します。ルー
ルグループの場合、メトリックはルールグループ参照ステートメントを識別します。
• ルールグループ内のルールの場合、サンプルは RuleWithinRuleGroup の一致ルール名をリス
トします。
リクエストサンプルの詳細については、「ウェブリクエストのサンプルの表示 (p. 206)」を参照し
てください。
2.

誤検知に対処するための緩和を構成する
ルールが、本来は一致しないはずのウェブリクエストに一致して、誤検出を発生させていると判断し
た場合、次のオプションを使用してウェブ ACL 保護を調整して緩和できます。
ルールの検査基準の修正
自分のルールについては、多くの場合、ウェブリクエストを検査するために使用する設定を調整す
る必要があります。例としては、正規表現パターンセット内の仕様の変更、検査前にリクエストコ
ンポーネントに適用するテキスト変換の調整、転送 IP アドレスへの切り替えなどがあります。AWS
WAF ルールステートメント (p. 85) にある問題の原因となっているルールタイプのガイダンスを参
照してください。
より複雑な問題の修正
制御しない検査基準や複雑なルールについては、要求を明示的に許可またはブロックするルールを追
加したり、問題のあるルールによる評価から要求を排除したりするなど、その他の変更が必要になる
ことがあります。管理ルールグループでは、通常、このタイプの緩和策が必要ですが、他のルールも
可能です。例としては、レートベースのルールステートメントと SQL インジェクション攻撃ルールス
テートメントなどがあります。
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誤検出を軽減するために行う方法は、ユースケースによって異なります。一般的なアプローチは以下
のとおりです。
• 緩和ルールの追加：新しいルールの前に実行され、誤検出の原因となっているリクエストを明示的
に許可するルールを追加します。ウェブ ACL でのルールの評価順序の詳細については、「ウェブ
ACL でのルールおよびルールグループの処理順序 (p. 14)」を参照してください。
この方法では、許可されたリクエストは保護されたリソースに送信されるため、評価のために新し
いルールに到達することはありません。新しいルールが有料管理ルールグループである場合、この
アプローチはルールグループの使用コストを抑えるのにも役立ちます。
• 緩和ルールで論理ルールを追加する：論理ルールステートメントを使用して、新しいルールと誤検
出を除外するルールを組み合わせます。論理ルールステートメントは、ルールステートメントリス
ト (p. 85)。
たとえば、リクエストのカテゴリに対して誤検出を生成する SQL インジェクションアタック match
ステートメントを追加するとします。これらの要求に一致するルールを作成し、論理ルールステー
トメントを使用してルールを組み合わせて、誤検出条件に一致せず、SQL インジェクション攻撃条
件に一致するリクエストに対してのみ一致するようにします。
• スコープダウンステートメントを追加する：レートベースのステートメントおよび管理ルールグ
ループ参照ステートメントの場合、メインステートメント内にスコープダウンステートメントを追
加して、誤検出の原因となるリクエストを評価から除外します。
スコープダウンステートメントと一致しないリクエストは、ルールグループまたはレートベースの
評価に到達することはありません。スコープダウンステートメントの詳細については、「スコープ
ダウンステートメント (p. 114)」を参照してください。例については、「ボット管理から IP 範囲
を除外する (p. 150)」を参照してください。
• ラベルマッチルールを追加する— ラベリングを使用するルールグループでは、問題のあるルールが
リクエストに適用されているラベルを特定します。識別されたラベルと一致するルールグループの
後に実行されるラベル一致ルールを追加します。ラベル一致ルールでは、ブロックするリクエスト
から許可するリクエストをフィルタリングできます。
この方法を使用する場合、テストが終了したら、問題のあるルールをルールグループ内でカウント
モードで保持し、カスタムラベルマッチルールをそのまま維持します。ラベル一致ステートメント
の詳細については、「ラベル一致ルールステートメント (p. 93)」を参照してください。例につい
ては、「特定のブロックされたボットを許可する (p. 145)」および「ATP の例: 認証情報の不足お
よび侵害された認証情報のカスタム処理 (p. 158)」を参照してください。
• マネージドルールグループのバージョンの変更— バージョン対応管理ルールグループの場合、使用
しているバージョンを変更します。たとえば、正常に使用していた最後の静的バージョンに戻すこ
とができます。
これは通常、一時的な修正です。テスト環境またはステージング環境で最新バージョンのテストを
継続している間、またはプロバイダーから互換性が高いバージョンを待っている間に、本番トラ
フィックのバージョンを変更する場合があるかもしれません。マネージドルールグループの詳細に
ついては、「マネージドルールグループ (p. 26)」を参照してください。
新しいルールが必要なリクエストと一致していることに納得できたら、テストの次の段階に進み、この手
順を繰り返します。テストとチューニングの最終段階は、本番環境で行う必要があります。

ウェブ ACL のメトリクスの表示
ウェブ ACL を 1 つ以上に関連付けた後AWSリソースの場合、関連付けの結果のメトリクスを Amazon
CloudWatch グラフで表示できます。
CloudWatch とアラームの使用方法の詳細については、Amazon CloudWatch のドキュメント を参照して
ください。 AWS WAF で追跡するのメトリクスのリストについては、AWS WAF のメトリクスとディメン
ション (p. 529) を参照してください。
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ウェブ ACL の各ルールに対して、また、関連付けられたリソースがウェブ ACL 用に AWS WAF に転送す
るすべてのリクエストに対して、CloudWatch では次を行うことができます。
• 1 時間前または 3 時間前のデータを表示する
• データポイント間の間隔を変更する
• CloudWatch がデータに対して実行する計算 (最大、最小、平均、合計など) を変更する

Note
CloudFront を使用した AWS WAF はグローバルサービスであり、メトリクスを使用できるの
は、AWS Management Console で [US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リー
ジョンを選択した場合のみです。別のリージョンを選択した場合、AWS WAF メトリクスは
CloudWatch コンソールに表示されません。

ウェブ ACL でルールのデータを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

必要に応じて、AWS リソースの配置先のリージョンに切り替えます。CloudFront の場合、米国東部
(バージニア北部) リージョンを選択する必要があります。

3.

ナビゲーションペインの [Metrics] (メトリクス) で、[All metrics] (すべてのメトリクス) を選択
し、[Browse] (参照) タブで AWS::WAFv2 メトリクスを検索します。

4.

データを表示するウェブ ACL のチェックボックスをオンにします。

5.

該当する設定を変更します。
[Statistic] (統計)
CloudWatch がデータに対して実行する計算内容を選択します。
[Time range] (時間範囲)
前の 1 時間のデータを表示するか、前の 3 時間のデータを表示するかを選択します。
[Period] (期間)
グラフでのデータポイント間の間隔を変更します。
[Rules] (ルール)
データを表示するルールを選択します。
次の点に注意してください。
• ウェブ ACL を AWS リソースに関連付けたのが最近である場合は、グラフにデータが表示され、使
用可能なメトリクスのリストにウェブ ACL のメトリクスが表示されるまでに数分かかることがあり
ます。
• 複数のリソースをウェブ ACL に関連付けると、CloudWatch データにはそれらすべてのリクエスト
が含まれます。
• データポイントの上にマウスカーソルを置くと、詳細情報が表示されます。
•

グラフは自動的には更新されません。表示を更新するには、更新 (

) アイコンを選択します。

CloudWatch のメトリクスの詳細については、「AWS WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield
Advanced のモニタリング (p. 526)」を参照してください。
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ウェブリクエストのサンプルの表示
左AWS WAFコンソールで、リクエストサンプリングを有効にしている場合は、次のリクエストのサンプ
ルを表示できます。AWS WAFが検査し、許可またはブロックされました。サンプリングされたリクエス
トごとに、発生元の IP アドレスやリクエストに含まれるヘッダーなど、リクエストに関する詳細なデータ
を表示できます。リクエストと一致するルールとルールのアクション設定を表示することもできます。
リクエストのサンプルには、各ルールですべての基準に一致した最大 100 件のリクエストと、デフォルト
アクションが適用された別の 100 件のリクエストが含まれます。デフォルトアクションは、すべての基準
に一致するルールがなかったリクエストに適用されます。サンプルのリクエストは、過去 3 時間にコンテ
ンツについてのリクエストを受け取ったすべての保護されたリソースからのものです。
ウェブリクエストがルールのすべての基準に一致し、そのルールのアクションが [Count] (カウント) であ
る場合、AWS WAF では、ウェブ ACL の後続のルールに基づいてウェブリクエストが引き続き検査されま
す。このため、ウェブリクエストがサンプリングされたリクエストのリストに複数回表示される可能性が
あります。

関連付けられているリソースが AWS WAF に転送したウェブリクエストのサンプルを表示するに
は
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

リクエストを表示するウェブ ACL の名前を選択します。コンソールでウェブ ACL の説明が表示さ
れ、そこで編集できます。

4.

[Overview] (概要) タブの [Sampled requests] (リクエストされたサンプル) テーブルには、リクエスト
ごとに次の値が表示されます。
メトリクス名
リクエストに一致したウェブ ACL 内のルールの CloudWatch メトリクス名。ウェブリクエストが
ウェブ ACL のルールと一致しない場合、この値はデフォルト。
[Source IP] (送信元 IP)
リクエストの発生元の IP アドレス (ビューワーが HTTP プロキシまたは Application Load
Balancer を使用してリクエストを送信した場合は、そのプロキシまたは Application Load
Balancer の IP アドレス)。
[URI]
URL 内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
ルールグループ内のルール
メトリック名がルールグループ参照ステートメントを識別する場合、これにより、リクエストに
一致するルールグループ内のルールが識別されます。
[Action] (アクション)
対応するルールのアクションが [Allow] (許可)、[Block] (ブロック)、[Count] (カウント) のいずれか
であるかを示します。
[Time] (時間)
AWS WAF が保護されたリソースからリクエストを受信した時刻。

5.

リクエストに関する追加情報を表示するには、そのリクエストの IP アドレスの左側にある矢印を選択
します。
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本番環境で保護の有効化
本番環境でのテストとチューニングの最終段階が終了したら、本番モードで保護を有効にします。

本番稼働トラフィックのリスク
本番稼働トラフィックにウェブ ACL 実装をデプロイする前に、トラフィックへの潜在的な影響に
慣れるまで、テスト環境でテストおよびチューニングします。また、本番稼働用トラフィックの
保護を有効にする前に、本番稼働用トラフィックでカウントモードでテストおよびチューニング
します。

Note
このセクションのガイダンスに従うには、ウェブ ACL、ルール、ルールグループなどの AWS
WAF 保護の作成および管理方法を一般的に理解する必要があります。この情報は、このガイドの
前のセクションで説明しています。
これらのステップを最初にテスト環境で実行し、次に本番環境で実行します。

本番環境で AWS WAF 保護を有効にする
1.

本番環境保護に切り替える
ウェブ ACL を更新し、本番環境の設定を切り替えます。
a.

不要なテストルールをすべて削除する

b.

本番環境では必要ないテストルールを追加した場合は、それらを削除します。ラベル一致ルール
を使用して管理ルールグループルールの結果をフィルタリングする場合は、必ずそれらのルール
をそのままにしておいてください。
本番用アクションに切り替える
新しいルールのアクション設定を、意図したプロダクション設定に変更します。
• ウェブ ACL で定義されているルール— ウェブ ACL のルールを編集し、アクションをから変更
します。Count彼らのプロダクションアクションに。
• ルールグループ— ルールグループのウェブ ACL 設定で、独自のアクションを使用するように
ルールを切り替えるか、Countテストおよびチューニングのアクティビティの結果に応じて、
アクションオーバーライド。ラベル一致ルールを使用してルールグループルールの結果をフィ
ルタリングする場合は、必ずそのルールのオーバーライドをそのまま残してください。
ルールのアクションの使用に切り替えるには、ウェブ ACL 設定で、ルールグループのルールス
テートメントを編集し、ルールの Count オーバーライドを削除します。JSON でウェブ ACL
を管理する場合は、ルールグループ参照ステートメントの ExcludedRules リストからルール
を削除します。
• ウェブ ACL— ウェブ ACL のデフォルトアクションをテスト用に変更した場合は、本番用の設
定に切り替えます。
これらの設定により、意図したとおりに新しい保護がウェブトラフィックを管理します。

2.

ウェブ ACL を保存すると、Web ACL が関連付けられているリソースは本番設定を使用します。
モニタリングおよびチューニング
ウェブリクエストが希望どおりに処理されていることを確認するには、新しい機能を有効にした後、
トラフィックを注意深く監視します。チューニング作業で監視していたカウントアクションではな
く、本番ルールアクションのメトリクスとログを監視します。ウェブトラフィックの変化に適応する
ために、必要に応じて動作を監視し、調整してください。
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AWS WAF と Amazon CloudFront の機能との連携
ウェブ ACL を作成するときに、AWS WAF で検査される 1 つまたは複数の CloudFront ディストリビュー
ションを指定できます。AWS WAF は、ウェブ ACL で特定した基準に基づいて、これらのディストリ
ビューションについて、ウェブリクエストの検査と管理を開始します。CloudFront には、AWS WAF の機
能を強化するいくつかの機能が用意されています。この章では、CloudFront と AWS WAF がより効果的に
連携するように CloudFront を設定できるいくつかの方法について説明します。
トピック
• CloudFront カスタムエラーページでの AWS WAF の使用 (p. 208)
• 独自の HTTP サーバーで実行されているアプリケーションへの CloudFront での AWS WAF の使
用 (p. 208)
• CloudFront が応答する HTTP メソッドの選択 (p. 209)

CloudFront カスタムエラーページでの AWS WAF の
使用
デフォルトでは、指定した条件に基づいて AWS WAF によってウェブリクエストがブロックされる
と、HTTP ステータスコード 403 (Forbidden) が CloudFront に返され、CloudFront はそのステータス
コードをビューワーに返します。ビューワーには、次のような簡潔で特に書式設定されていないデフォル
トメッセージが表示されます。
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.

カスタムレスポンスを定義することにより、AWS WAF ウェブ ACL ルールでこの動作を上書きできま
す。AWS WAF ルールを使用したレスポンス動作のカスタマイズの詳細については、「ブロックアクショ
ンのカスタムレスポンス (p. 126)」を参照してください。

Note
AWS WAF ルールを使用してカスタマイズした応答は、CloudFront カスタムエラーページで定義
した応答の仕様よりも優先されます。
場合によってウェブサイトの他の部分と同じフォーマットを使用して、CloudFront を介してカスタムエ
ラーメッセージを表示したい場合は、カスタムエラーメッセージを含むオブジェクト (HTML ファイルな
ど) をビューワーに返すように CloudFront を設定できます 。

Note
CloudFront は、オリジンによって返された HTTP ステータスコード 403 と、リクエストがブロッ
クされたときに AWS WAF によって返された HTTP ステータスコード 403 とを区別できませ
ん。つまり、HTTP ステータスコード 403 のさまざまな原因に基づいて、異なるカスタムエラー
ページを返すことはできません。
CloudFront カスタムエラーページの詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「カ
スタムエラーレスポンスの生成」を参照してください。

独自の HTTP サーバーで実行されているアプリケー
ションへの CloudFront での AWS WAF の使用
AWS WAF と CloudFront を使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で実行されて
いる Web サーバーであるか、個人的に管理している Web サーバーかにかかわらず、任意の HTTP Web
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サーバーで実行されているアプリケーションを保護できます。CloudFront と独自のウェブサーバー間、
およびビューワーと CloudFront の間で HTTPS が必須になるように CloudFront を設定することもできま
す。
CloudFront と独自のウェブサーバー間での HTTPS の必須化
CloudFront と独自のウェブサーバー間で HTTPS を必須にするには、CloudFront カスタムオリジン機能を
使用し、特定のオリジンの [Origin Protocol Policy] (オリジンプロトコルポリシー) および [Origin Domain
Name] (オリジンドメイン名) の設定を構成します。CloudFront 設定では、オリジンからオブジェクトを
フェッチするとき CloudFront で使用するポートとプロトコルとともに、サーバーの DNS 名を指定できま
す。また、カスタムオリジンサーバー上の SSL/TLS 証明書が、設定したオリジンドメイン名と一致するこ
とを確認する必要もあります。AWS の外部にある独自の HTTP ウェブサーバーを使用している場合、信
頼されたサードパーティー認証機関 (CA) (Comodo、DigiCert、Symantec など) によって署名された証明
書を使用する必要があります。CloudFront と独自のウェブサーバー間の通信に HTTPS を要求する方法の
詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「CloudFront とカスタムオリジン間の通
信で HTTPS を必須にする」のトピックを参照してください。
ビューワーと CloudFront との間での HTTPS の必須化
ビューワーと CloudFront の間に HTTPS を要求するために、CloudFront ディストリビューションの 1 つ
以上のキャッシュ動作のビューワープロトコルポリシーを変更できます。ビューワーと CloudFront 間
での HTTPS の使用の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ビューワーと
CloudFront 間の通信で HTTPS を必須にする」のトピックを参照してください。独自の SSL 証明書を
使用して、ビューワーが独自のドメイン名を使用して HTTPS 経由で CloudFront ディストリビューショ
ンに接続できるようにすることもできます (例: https://www.mysite.com)。詳細については、「Amazon
CloudFront デベロッパーガイド」の「代替ドメイン名とHTTPS を使用する」のトピックを参照してくだ
さい。

CloudFront が応答する HTTP メソッドの選択
Amazon CloudFront のウェブディストリビューションを作成するときは、CloudFront によって処理されて
オリジンに転送される HTTP メソッドを選択します。次のオプションから選択できます。
• GET、HEAD – CloudFront を使用して、オリジンからのオブジェクトの取得またはオブジェクトヘッダー
の取得のみを行うことができます。
• GET、HEAD、OPTIONS – CloudFront を使用して、オリジンからのオブジェクトの取得、オブジェクト
ヘッダーの取得、またはオリジンサーバーがサポートするオプションのリスト取得のみを行うことがで
きます。
• GET、HEAD、OPTIONS、PUT、POST、PATCH、DELETE – CloudFront を使用して、オブジェクトの
取得、追加、更新、削除、およびオブジェクトヘッダーの取得を行うことができます。また、ウェブ
フォームからのデータの送信など、その他の POST オペレーションも実行できます。
また、AWS WAF バイト一致ルールステートメントを使用して、HTTP メソッドに基づいてリクエス
トを許可またはブロックすることもできます (「文字列一致ルールステートメント (p. 103)」を参
照)。CloudFront がサポートするメソッドの組み合わせ (GET や HEAD など) を使用する場合は、他のメ
ソッドを使用するリクエストをブロックするように AWS WAF を設定する必要はありません。CloudFront
がサポートしないメソッドの組み合わせ (GET、HEAD、POST など) を使用する場合は、すべてのメソッド
に応答するように CloudFront を設定してから、AWS WAF により他のメソッドを使用するリクエストをブ
ロックできます。
が応答するメソッドの選択の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」で「ウェブ
ディストリビューションを作成または更新する場合に指定する値」トピックの「許可される HTTP メソッ
ド」を参照してください。
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AWS WAF サービスの利用におけるセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう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 とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、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審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。AWS WAF に適用するコンプライアンスプログラ
ムの詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照し
てください。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
このドキュメントは、AWS WAF を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。
次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS WAF を設定する
方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS WAF のサービスの使
用方法についても説明します。
トピック
• AWS WAF でのデータ保護 (p. 210)
• AWS WAF での Identity and Access Management (p. 211)
• AWS WAF でのログ記録とモニタリング (p. 229)
• AWS WAF のコンプライアンス検証 (p. 230)
• AWS WAF での耐障害性 (p. 231)
• AWS WAF でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 231)

AWS WAF でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS WAF でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよう
に、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負い
ます。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任
があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含ま
れます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モ
デルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
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• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で AWS WAF または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使
用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの
URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないよう
に強くお勧めします。
ウェブ ACL、ルールグループ、IP セットなどの AWS WAF エンティティは、中国 (北京) や中国 (寧夏) な
ど、暗号化が利用できない特定のリージョンを除いて、保存中に暗号化されます。リージョンごとに一意
の暗号化キーが使用されます。

AWS WAF リソースの削除
AWS WAF で作成したリソースは削除できます。次のセクションの各リソースタイプのガイダンスを参照
してください。
• ウェブ ACL の削除 (p. 24)
• ルールグループの削除 (p. 82)
• IP セットの削除 (p. 121)
• 正規表現パターンセットの削除 (p. 123)

AWS WAF での Identity and Access Management
AWS WAF 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、AWS WAF リソースまた
は Amazon S3 バケットなどの AWS リソースにアクセスするための許可が必要です。次のセクションで
は、AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS WAF を使用して、リソースへのアクセス
を保護する方法について詳しく説明します。
• 認証 (p. 211)
• アクセスコントロール (p. 212)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウン
ト ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインイン
することによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお
勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できる
タスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについて
は、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。
• IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情
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報を持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキー
をローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情
報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してくださ
い。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与
えることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関
連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーに
は永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照して
ください。
• [IAM role] (IAM ロール)
IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティで
す。IAM ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS
ID であるという点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付
けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールに
は標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引
き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時
的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイ
デンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細につ
いては、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「アクセス権
限セット」を参照してください。
• AWS のサービス のアクセス — サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行
するために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削
除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロー
ルの作成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、許可が付与されている場合を除き、AWS WAF リ
ソースの作成やアクセスはできません。例えば、AWS WAF のウェブ ACL またはルールグループを作成す
る許可が必要です。
次のセクションでは、AWS WAF の許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセクションを
読むことをお勧めします。
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• AWS WAF リソースに対する許可の管理の概要 (p. 213)
• AWS WAF でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 217)
• AWS WAF API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 223)

AWS Identity and Access Management
AWS WAF は AWS Identity and Access Management (IAM) と統合します。このサービスを組織で利用す
ると、次のことを実行できます。
• 組織の AWS アカウント でユーザーとグループを作成する
• AWS アカウント のリソースをアカウントのユーザーと共有する
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てる
• サービスとリソースへのユーザーアクセスを制御する
例えば、AWS WAF で IAM を使用して、AWS アカウント のどのユーザーが新しいウェブ ACL を作成で
きるかを制御できます。
IAM の一般的な情報については、次のドキュメントを参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM 開始方法ガイド
• IAM ユーザーガイド

AWS WAF リソースに対する許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチできます。一部のサービスは、許可ポリシーをリソースにア
タッチすることができます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
許可を付与する場合、許可を取得するユーザー、取得する許可の対象となるリソース、およびそれらのリ
ソースに対して許可される特定のオペレーションを決定します。

トピック
• AWS WAF リソースおよびオペレーション (p. 213)
• リソース所有権について (p. 214)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 215)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 216)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 217)

AWS WAF リソースおよびオペレーション
AWS WAF では、リソースはウェブ ACL、ルールグループ、IP セット、および正規表現パターンセットで
す。AWS WAF リソースのサブセットへのアクセスを許可または拒否するには、ポリシーの resource 要
素にリソースの ARN を含めます。AWS WAF リソースの ARN の形式は次のとおりです。

213

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理
arn:aws:wafv2:region:account:scope/resource/resource/ID

次のテーブルに、各リソースの形式を示します。
AWS WAF コン
ソールでの名前

AWS WAF SDK/
CLI での名前

ARN 形式

ウェブ ACL

WebACL

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
webacl/name/ID

ルールグループ

RuleGroup

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
rulegroup/name/ID

IP セット

IPSet

arn:aws:wafv2:region:account:scope/
ipset/name/ID

正規表現パター
ンセット

RegexPatternSetarn:aws:wafv2:region:account:scope/
regexpatternset/name/ID

AWS WAF リソース ARN を指定するには、次のように ARN 形式の変数を有効な値に置き換えます。
• [region] (リージョン): 使用している AWS リージョン。Amazon CloudFront の場合、これを useast-1 に設定します。リージョンレベルのリソースの場合は、これを目的のリージョンに設定しま
す。
• [account] (アカウント): AWS アカウント の ID。
• [scope] (範囲): リソースの範囲は、global (Amazon CloudFront の配布に使用)、regional (Amazon
API Gateway REST API に使用)、Application Load Balancer、AWS AppSync GraphQL API、Amazon
Cognito ユーザープールのいずれかである場合があります。
• ##: AWS WAF リソースにつけた名前、またはワイルドカード (*)。ワイルドカードは、指定した AWS
アカウント に関連付けられている、指定したタイプのすべてのリソースを示します。名前にワイルド
カードを使用する場合は、ID にもワイルドカードを使用する必要があります。
• ID: AWS WAF リソースの ID、または ワイルドカード (*)。ワイルドカードは、指定した AWS アカウ
ント に関連付けられている、指定したタイプのすべてのリソースを示します。ID にワイルドカードを使
用する場合は、名前にもワイルドカードを使用する必要があります。
例えば、次の ARN は、リージョン us-east-1 におけるアカウント 111122223333 のリージョンレベル
の範囲のすべてのウェブ ACL を指定します。
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/*/*

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「リソース」を参照してください。
AWS WAF では、AWS WAF リソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。可能なオペ
レーションのリストについては、「アクション」を参照してください。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース 所有者とは、リソース
の作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ (ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM
ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組みを示しています。
• AWS アカウント のルートアカウントの認証情報を使用して AWS WAF リソースを作成すると、AWS
アカウント はそのリソースの所有者になります。
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• AWS アカウント に IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに AWS WAF リソースを作成する許可を付与
する場合、そのユーザーは AWS WAF リソースを作成できます。ただし、ユーザーが属する AWS アカ
ウントが AWS WAF リソースを所有します。
• AWS WAF リソースを作成する許可を持つ AWS アカウント に IAM ロールを作成する場合は、ロール
を引き受けることのできるいずれのユーザーも AWS WAF リソースを作成できます。ロールが属する
AWS アカウントが AWS WAF リソースを所有します。

リソースへのアクセスの管理
許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、許可のポリシーを作成
するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS WAF のコンテキストでの IAM の使用について説明します。これ
は、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーションについ
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシーの構文の詳細
と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management IAM ポ
リシーリファレンス」を参照してください。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシーと呼ばれ、リ
ソースに関連付けられたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS WAF では、アイデン
ティティベースのポリシーのみがサポートされています。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 215)
• リソースベースのポリシー (p. 216)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーをアタッチする - アカウント管理者は、特定の
ユーザーに関連付けられる許可ポリシーを使用して、そのユーザーに AWS WAF リソースを作成する許
可を付与することができます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) – アイデンティティベースの許
可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例え
ば、アカウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS
のサービスにクロスアカウント許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. 次に、アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける許可を委任できま
す。これにより、アカウント B のユーザーは、アカウント A のリソースを作成またはアクセスでき
ます。AWS のサービスにロールを引き受ける許可を付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパルは
AWS のサービスのプリンシパルにもなります。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
すべてのリソースの wafv2:ListWebACLs アクションの許可を付与するポリシーの例を次に示します。
現在の実装では、AWS WAF で一部の API アクションについて、リソース ARN (リソースレベルの許可と
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呼ばれる) を使用した特定のリソースの識別がサポートされていません。そのため、ワイルドカード文字
(*) を指定する必要があります。
{

}

"Version": "2019-07-29",
"Statement": [
{
"Sid": "ListWebACLs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:ListWebACLs"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS WAF でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「AWS WAF でアイ
デンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 217)」を参照してください。ユーザー、
グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティ (ユーザー、
グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例えば、
ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対する許可を管理できます。AWS WAF はリ
ソースベースのポリシーをサポートしていません。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル
AWS WAF リソースごとに (「AWS WAF リソースおよびオペレーション (p. 213)」を参照)、サービス
は一連の API オペレーションを定義します (「AWS WAF API の許可: アクション、リソース、条件リファ
レンス (p. 223)」を参照)。こうした API オペレーションへの許可を付与するために、AWS WAF はポリ
シーに定義できる一連のアクションを定義します。API オペレーションを実行する場合には、複数のアク
ションに対する許可が必要になることがあります。特定のアクションの許可を付与した場合は、アクショ
ンを許可または拒否するリソースを識別します。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリ
ソースを識別します。詳細については、「AWS WAF リソースおよびオペレーション (p. 213)」を参照
してください。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。例えば、wafv2:CreateRuleGroup 許可は、AWS WAF CreateRuleGroup オペ
レーションの実行をユーザーに許可します。
• [Effect] (効果) - ユーザーが特定のアクションをリクエストする時の効果を指定します。これは許可また
は拒否とすることができます。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙
的に拒否されます。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセ
スが許可されている場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• [Principal] (プリンシパル) - アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチ
されているユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。AWS WAF では、リソースベースのポリシー
はサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と説明の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access
Management ポリシーリファレンス」を参照してください。
すべての AWS WAF API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「AWS WAF API の
許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 223)」を参照してください。
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ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。AWS WAF に固有の条件キーはありませ
ん。ただし、一般的な AWS の条件キーを必要に応じて使用できます。AWS キーの完全な一覧について
は、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS WAF でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
を使用する
このセクションでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可ポ
リシーをアタッチし、それによって AWS WAF リソースでオペレーションを実行する許可を付与する方法
を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
初めに、AWS WAF リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオプション
について説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、「AWS
WAF リソースに対する許可の管理の概要 (p. 213)」を参照してください。
すべての AWS WAF API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「AWS WAF API の
許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 223)」を参照してください。

トピック
• AWS WAF コンソールの使用に必要な許可 (p. 217)
• AWS WAF の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 217)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 218)

AWS WAF コンソールの使用に必要な許可
AWS WAF コンソールは、AWS WAF リソースの作成および管理のための統合された環境を提供します。
コンソールには、「AWS WAF API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 223)」に説明
されている API 固有の許可に加えて、AWS WAF リソースの作成許可を必要とすることが多い機能やワー
クフローが多数あります。コンソールのこれらその他の許可の詳細については、「カスタマーマネージド
ポリシーの例 (p. 218)」を参照してください。

AWS WAF の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなく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「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
次の AWS マネージドポリシーはアカウントのユーザーにアタッチできます。これらは AWS WAF に固有
のマネージドポリシーです。
• AWSWAFReadOnlyAccess - AWS WAF リソースへの読み取り専用アクセスを許可します。
• AWSWAFFullAccess - AWS WAF リソースへのフルアクセスを付与します。
• AWSWAFConsoleReadOnlyAccess - AWS WAF コンソールに対して読み取り専用アクセス権を付与
します。これには、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、AWS
AppSync、Amazon Cognito など、AWS WAF と統合サービス用のリソースが含まれます。
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• AWSWAFConsoleFullAccess - AWS WAF コンソールに対してフルアクセス権を付与します。これに
は、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、AWS AppSync、Amazon
Cognito など、AWS WAF と統合サービス用のリソースが含まれます。
• WAFV2LoggingServiceRolePolicy – AWS WAF ログの宛先へのログの書き込みに関するアクセス権
を付与します。

Note
IAM コンソールにサインインし、特定のポリシーを検索することで、これらの許可ポリシーを確
認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、AWS WAF API オペレーションとリソースのための許可を許可
することもできます。これらのカスタムポリシーを、それらの許可を必要としている IAM ユーザーまたは
グループにアタッチしたり、AWS WAF リソース用に作成したカスタム実行ロール (IAM ロール) にアタッ
チしたりできます。

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションの例では、ユーザーにアタッチできるサンプルポリシーのグループが用意されています。
ポリシーを作成するのが初めての場合は、お客様のアカウントに IAM ユーザーを作成し、このセクション
のステップで説明している順番でポリシーをそのユーザーにアタッチすることをお勧めします。
コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポリシーの効果を検証できます。最初
は、ユーザーに許可が付与されていないため、コンソール使用して何もできません。ユーザーにポリシー
をアタッチすることで、ユーザーがコンソールで多様なオペレーションを実行できることを検証できま
す。
2 つのブラウザウィンドウを使用することをお勧めします。1 つでユーザーを作成して許可を付与し、も
う 1 つでユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインして、許可をユーザー
に付与するごとに検証します。
AWS WAF リソースの実行ロールとして使用する IAM ロールの作成例については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

サンプルトピック
• 例 1: AWS WAF、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユーザーに付与す
る (p. 218)
• 例 2: AWS WAF、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与す
る (p. 219)
• 例 3: 指定した AWS アカウント にアクセス権を付与する (p. 219)
• 例 4: 指定したウェブ ACL に許可を付与する (p. 220)

IAM ユーザーを作成する
まず、IAM ユーザーを作成し、管理者許可を持つ IAM グループにユーザーを追加したら、作成した IAM
ユーザーに管理者許可を付与する必要があります。これにより、特別な URL とそのユーザーの認証情報を
使用して AWS にアクセスできます。
手順については、「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照して
ください。

例 1: AWS WAF、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユーザーに付
与する
次のポリシーは、ユーザーに AWS WAF リソース、Amazon CloudFront ウェブディストリビューショ
ン、Amazon CloudWatch メトリクスへの読み取り専用アクセスを許可します。これは、AWS WAF の条
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件、ルール、ウェブ ACL の設定を表示してウェブ ACL に関連付けられているディストリビューション
を確認する許可と、CloudWatch でメトリクスとリクエストのサンプルをモニタリングする許可が必要な
ユーザーにとって便利です。これらのユーザーは、AWS WAF リソースを作成、更新、または削除するこ
とはできません。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"wafv2:Get*",
"wafv2:List*",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

例 2: AWS WAF、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与する
次のポリシーにより、ユーザーは AWS WAF オペレーションを実行し、CloudFront ウェブディストリ
ビューションで任意のオペレーションを実行して、CloudWatch でメトリクスとリクエストのサンプルを
モニタリングできます。これは、AWS WAF 管理者であるユーザーにとって便利です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"wafv2:*",
"cloudfront:CreateDistribution",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:DeleteDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

管理者許可を持つユーザーに対しては多要素認証 (MFA) を設定することを強くお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS でのMulti-Factor Authentication (MFA) の使用」を参照してくだ
さい。

例 3: 指定した AWS アカウント にアクセス権を付与する
このポリシーは、アカウント 444455556666 に次の許可を付与します。
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• すべての AWS WAF オペレーションおよびリソースへのフルアクセス。
• ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションを関連付けるための、すべての CloudFront ディスト
リビューションへの読み取りおよび更新アクセス。
• CloudWatch データとリクエストのサンプルを AWS WAF コンソールで表示するための、すべての
CloudWatch メトリクスおよびメトリクス統計への読み取りアクセス。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

例 4: 指定したウェブ ACL に許可を付与する
このポリシーは、アカウント 444455556666 の webacl ID 112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example に
次の許可を付与します。
• AWS WAF、Get、Update および Delete オペレーションとリソースへのフルアクセス

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"wafv2:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458baf83-51c51example"
]
}
]
}
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AWS WAF の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS
マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み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、読み取り専用の許可を追加します。職務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 マネージドポリシー」を参照してください。

AWS WAF マネージドポリシーの AWS 更新
AWS WAF の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開
始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、ドキュメント履
歴 (p. 553) の AWS WAF ドキュメントの履歴ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。
ポリシー

変更点の説明

Date

AWSWAFFullAccess

アクセス許可が更新され、AWS
WAF で保護できるリソースタイ
プに Amazon Cognito ユーザー
プールが追加されました。

2022-08-25

アクセス許可が更新され、AWS
WAF で保護できるリソースタイ
プに Amazon Cognito ユーザー
プールが追加されました。

2022-08-25

このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFFullAccess
.
AWSWAFReadOnlyAccess
このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFReadOnlyAccess
.
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ポリシー

変更点の説明

Date

AWSWAFConsoleFullAccess

アクセス許可が更新され、AWS
WAF で保護できるリソースタイ
プに Amazon Cognito ユーザー
プールが追加されました。

2022-08-25

AWSWAFConsoleReadOnlyAccessアクセス許可が更新され、AWS
WAF で保護できるリソースタイ
このポリシーにより、AWS WAF プに Amazon Cognito ユーザー
は、AWS WAF および統合サー
プールが追加されました。
ビスでユーザーに代わって AWS
コンソールのリソースや他の
AWS リソースを管理できます。

2022-08-25

このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
コンソールのリソースや他の
AWS リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFConsoleFullAccess。

IAM コンソールの詳細:
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess。
AWSWAFFullAccess
このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFFullAccess。

AWSWAFConsoleFullAccess
このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
コンソールのリソースや他の
AWS リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFConsoleFullAccess。

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) と Amazon
CloudWatch Logs のログ配信
の許可設定を修正しました。
この変更により、ログ記録設
定中に発生していたアクセス拒
否エラーが解決されます。ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録の詳細については、「ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録 (p. 179)」を参照してくださ
い。

2022-01-11

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) と Amazon
CloudWatch Logs のログ配信の
許可設定を修正しました。この
変更により、ログ記録設定中に
発生していたアクセスエラーが
解決されます。ウェブ ACL ト
ラフィックのログ記録の詳細に
ついては、「ウェブ ACL トラ
フィックのログ記録 (p. 179)」
を参照してください。

2022-01-11
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ポリシー

変更点の説明

Date

AWSWAFFullAccess

拡張ログ記録オプション用の新
しい許可を追加しました。

2021-11-15

このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFFullAccess。

AWSWAFConsoleFullAccess
このポリシーにより、AWS WAF
は、AWS WAF および統合サー
ビスでユーザーに代わって AWS
コンソールのリソースや他の
AWS リソースを管理できます。
IAM コンソールの詳細:
AWSWAFConsoleFullAccess。

AWS WAF は変更の追跡を開始
しました

この変更により、AWS WAF
は、追加のログ記録先である
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) および Amazon
CloudWatch Logs にアクセス
できるようになります。ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録の詳細については、「ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録 (p. 179)」を参照してくださ
い。
拡張ログ記録オプション用の新
しい許可を追加しました。

2021-11-15

この変更により、AWS WAF
は、追加のログ記録先である
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) および Amazon
CloudWatch Logs にアクセス
できるようになります。ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録の詳細については、「ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記
録 (p. 179)」を参照してくださ
い。
AWS WAF が AWS マネージドポ 2021-3-01
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

AWS WAF API の許可: アクション、リソース、条件リファレン
ス
アクセスコントロール (p. 212) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッチできる許可ポリ
シー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、このセクションをガイドとして使用できま
す。各 AWS WAF API オペレーションについて、アクションを実行するための許可を付与できる対応する
アクション、および許可を付与できる AWS リソースを一覧表示しています。ポリシーの Action フィー
ルドでアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (wafv2:CreateIPSet など) の前に wafv2:
プレフィックスを使用します。
AWS WAF ポリシーで一般的な AWS 条件キーを使用して、条件を表現することができます。AWS キーの
完全な一覧については、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。
グローバルおよびリージョン設定
このセクションのリソース設定では、次の scope および region 設定を使用します。

223

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

• CloudFront ディストリビューションの場合、[scope] (範囲)を global に設定し、[region] (リー
ジョン)を us-east-1 に設定します。
• Amazon API Gateway REST API、Application Load Balancer、AWS AppSync GraphQL API、Amazon
Cognito ユーザープールの場合、[scope] (範囲) を regional にセットし、[region] (リージョン) を
目的のリージョンにセットします。

リソースを参照するための AWS WAF API 許可
リソースに対する許可のすべての設定において、リソースが Amazon リソースネーム (ARN) を使用して
他のリソースを参照する場合は、最初のリソースにアクセスするために必要な許可に加えて、参照先のリ
ソースに対する許可が必要です。例えば、IP セット、正規表現パターンセット、またはルールグループを
参照するウェブ ACL を使用するには、ウェブ ACL リソースへのアクセス権に加えて、IP セット、正規表
現パターンセット、またはルールグループのリソースへのアクセス権が必要です。

AWS WAF 標準 API 許可
AWS リソースに対する基本的な CRUD およびリストオペレーションは、許可を付与するための標準パ
ターンに従います。このパターンは、ウェブ ACL、ルールグループ、IP セット、および正規表現パターン
セットに適用されます。
ウェブ ACL への許可を付与するには
ウェブ ACL およびウェブ ACL が参照するリソースへの許可を適用します。
• このセクションの CRUD およびリストオペレーションの許可のガイダンスを WebACL と webacl で使
用します。
• ウェブ ACL が参照するルールグループの場合は、このセクションのガイダンスを RuleGroup と
rulegroup で使用します。
• ウェブ ACL が参照するマネージドルールグループの場合は、AWS WAF 標準外の API とアクションで
必要な許可 (p. 225) にリストされている DescribeManagedRuleGroup の許可を指定します。
• ウェブ ACL が参照する IP セットの場合は、このセクションのガイダンスを IPSet と ipset で使用し
ます。
• ウェブ ACL が参照する正規表現パターンセットの場合は、このセクションのガイダンスを
RegexPatternSet と regexpatternset で使用します。
ルールグループへの許可を付与するには
ルールグループおよびルールグループが参照するリソースへの許可を適用します。
• このセクションの CRUD およびリストオペレーションの許可のガイダンスを RuleGroup と
rulegroup で使用します。
• ルールグループが参照する IP セットの場合は、このセクションのガイダンスを IPSet と ipset で使用
します。
• ルールグループが参照する正規表現パターンセットの場合は、このセクションのガイダンスを
RegexPatternSet と regexpatternset で使用します。
IP セットへの許可を付与するには
IP セットの場合は、このセクションの CRUD およびリストオペレーションの許可のガイダンスを IPSet
と ipset で使用します。
正規表現パターンセットへの許可を付与するには
正規表現パターンセットの場合、このセクションの CRUD およびリストオペレーションの許可のガイダン
スを RegexPatternSet と regexpatternset で使用します。
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AWS WAF CRUD およびリストの許可
CRUD およびリストのパターンは、ウェブ ACL、ルールグループ、IP セット、および正規表現パターン
セットに適用されます。このセクションでは、ウェブ ACL オペレーションのパターンを示します。その他
のリソースタイプについては、このセクションの前のガイダンスに従って、文字列を該当するタイプに置
き換えてください。

ウェブ ACL 用の CRUD オペレーション
• AWS WAF API オペレーション - CreateWebACL、GetWebACL、UpdateWebACL、DeleteWebACL
• API アクション –
wafv2:CreateWebACL、wafv2:GetWebACL、wafv2:UpdateWebACL、wafv2:DeleteWebACL
• リソース – arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID

ウェブ ACL 用のリストオペレーション
• AWS WAF API オペレーション - ListWebACLs
• API アクション – wafv2:ListWebACLs
• リソース – arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/*
アカウント内のすべてのリソースをリストする場合、グローバルに 1 回、およびリージョンのアプリ
ケーションリージョンごとに 1 回ずつ、リストオペレーションを呼び出します。

AWS WAF 標準外の API 許可
次のオペレーションは、標準 CRUD およびリストパターンに従っていないため、特定のリソースに対する
許可設定が必要です。
オペレーションごとに、必要なポリシーアクションとそれに関連するポリシーリソースが一覧表示されま
す。
AssociateWebACL

API アクション wafv2:AssociateWebACL、elasticloadbalancing:SetWebACL、apigateway:SetWebACL、appsync:Se
idp:AssociateWebACL
リソース –
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
CheckCapacity
API アクション – wafv2:CheckCapacity
リソース - これには、含まれているルールで参照されるすべての ARN に対する許可が必要です。他の
許可は必要ありません。
DescribeManagedRuleGroup
API アクション – wafv2:DescribeManagedRuleGroup

225

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

リソース – arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/managedruleset/*
DisassociateWebACL

API アクション wafv2:DisassociateWebACL、elasticloadbalancing:SetWebACL、apigateway:SetWebACL、appsync
idp:DisassociateWebACL
リソース –
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
GetRateBasedStatementManagedKeys
API アクション – wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys
リソース – arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
GetSampledRequests
API アクション – wafv2:GetSampledRequests
リソース - リソースに対する許可は、API コールで指定したパラメータによって異なります。サ
ンプルのリクエストに対応するウェブ ACL へのアクセスが許可されている必要があります。例:
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
GetWebACLForResource
API アクション - wafv2:GetWebACLForResource、cognito-idp:GetWebACLForResource
リソース - リソース許可は、API コールで指定するリソースによって異なります。リクエストに対応
するウェブ ACL へのアクセスが許可されている必要があります。
リソース –
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID
ListAvailableManagedRuleGroups
API アクション – wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups
リソース – arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/managedruleset/*

226

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

ListResourcesForWebACL
API アクション - wafv2:ListResourcesForWebACL、cognitoidp:ListResourcesForWebACL
リソース - リソース許可は、ウェブ ACL に関連付けられたリソースによって異なります。リクエスト
に対応するウェブ ACL へのアクセスが許可されている必要があります。
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:wafv2:region:account-id:scope/webacl/entity-name/entity-ID
arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/ApplicationLoadBalancerName/ApplicationLoadBalancerID
arn:aws:apigateway:region::/restapis/api-ID/stages/stage-name
arn:aws:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
arn:aws:cognito-idp:region:account-id:userpool/USER_POOL_ID

AWS WAF のサービスにリンクされたロールの使用
AWS WAF は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS WAF に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。
サービスにリンクされたロールは、AWS WAF による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代わって
サービスから他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべての許可を備えています。
サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS
WAF の設定が簡単になります。AWS WAF は、このサービスにリンクされたロールの許可を定義します。
特に定義されている場合を除き、AWS WAF のみがそのロールを引き受けることができます。定義された
許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他の IAM エンティティにア
タッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールの関連リソースを削除します。これによ
り、リソースへの意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、AWS WAF リソースは保護されま
す。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービ
スを参照して、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) になっているサー
ビスを見つけてください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示す
るには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS WAF のサービスにリンクされたロールの許可
AWS WAF では、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForWAFV2Logging を使用します。
AWS WAF は、このサービスにリンクされたロールを使用して、Amazon Kinesis Data Firehose にログを
書き込みます。このロールは、AWS WAF でログインを有効にしている場合にのみ使用されます。詳細に
ついては、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。
AWSServiceRoleForWAFV2Logging サービスにリンクされたロールは、ロール
wafv2.amazonaws.com を引き受けるためにサービスを信頼します。
ロールの許可ポリシーは、指定したリソースに対して次のアクションを実行することを AWS WAF に許可
します。
• アクション: 名前が「aws-waf-logs-」で始まる Amazon Kinesis Data Firehose データストリームリソー
スで firehose:PutRecord および firehose:PutRecordBatch。例えば、aws-waf-logs-useast-2-analytics です。
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サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

AWS WAF のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management
Console で AWS WAF ログ作成を有効にする、または AWS WAF CLI または AWS WAF API で
PutLoggingConfiguration リクエストを作成する場合、AWS WAF は自動的にサービスにリンクされ
たロールを作成します。
ログ記録を有効化するためには、iam:CreateServiceLinkedRole 許可が必要です。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。AWS WAF ログ記録を有効にすると、AWS WAF により、サービスにリ
ンクされたロールが再度作成されます。

AWS WAF のサービスにリンクされたロールの編集
AWS WAF では、AWSServiceRoleForWAFV2Logging のサービスにリンクされたロールを編集するこ
とはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参
照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説
明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照し
てください。

AWS WAF のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、AWS WAF のサービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForWAFV2Logging で使用されている AWS WAF リソースを削除するには
1.
2.

AWS WAF コンソールで、すべてのウェブ ACL からログ記録を削除します。詳細については、「ウェ
ブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。
API または CLI を使用して、ログ記録が有効化されている各ウェブ ACL に
DeleteLoggingConfiguration リクエストを送信します。詳細については、「AWS WAF API リ
ファレンス」を参照してください。

IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
AWSServiceRoleForWAFV2Logging サービスにリンクされたロールを削除するには、IAM コンソー
ル、IAM CLI、または IAM API を使用します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリン
クされたロールの削除」を参照してください。

AWS WAF のサービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
AWS WAF は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS WAF エンドポイントとクォータ」を参照してください。
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AWS WAF でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、AWS WAF と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上
で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS に
は、AWS WAF リソースをモニタリングし、潜在的なイベントに対応するための複数のツールが用意され
ています。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認しま
す。メトリクスが指定されたしきい値を超えると、CloudWatch は Amazon SNS トピックまたは
AWS Auto Scaling ポリシーに通知を送信します。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモ
ニタリング (p. 528)」を参照してください。
AWS CloudTrail ログ
CloudTrail は、AWS WAF のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアク
ションの記録を提供します。CloudTrail で収集した情報を使用して、AWS WAF に対して行ったリク
エスト、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。詳
細については、「AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)」を参照してください。
AWS WAF ウェブ ACL トラフィックのログ記録
AWS WAF は、ウェブ ACL が分析するトラフィックのログ記録を提供します。ログには、保護された
AWS リソースから AWS WAF がリクエストを受信した時刻、リクエストに関する詳細情報、リクエ
ストが一致したルールのアクション設定などの情報が含まれます。詳細については、「ウェブ ACL ト
ラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。
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AWS WAF のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンスプログ
ラムの一環として AWS WAF のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内の AWS のサービスのリストについては、「コンプラ
イアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情報について
は、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
AWS WAF を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織のコンプライ
アンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。AWS WAF の使用が HIPAA、PCI、FedRAMP
などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援するリソースを提供します。
• 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。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャの設計ホワイトペーパー - この技術文書で
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 - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
• AWS Well-Architected フレームワーク - AWS Well-Architected フレームワークは、セキュアなクラウド
アプリケーションを構築するのに役立ちます。
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AWS WAF での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS WAF でのインフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスである AWS WAF 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) に記載されている AWS グローバルネットワークセ
キュリティの手順で保護されています。
AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS WAF にアクセスします。クライア
ントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が
推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS WAF のクォータ
Note
これは AWS WAF の最新バージョンです。AWS WAF Classic については、「AWS WAF
Classic (p. 240)」を参照してください。
AWS WAF には、次のクォータが適用されます (以前は制限と呼ばれていました)。これらのクォータ
は、AWS WAF が利用可能なすべてのリージョンで同じです。各リージョンでは、これらのクォータが個
別に適用されます。クォータは、リージョンにまたがって累積されません。
AWS WAF では、アカウントごとに持つことができるエンティティの最大数にデフォルトのクォータがあ
ります。このクォータの引き上げをリクエストできます。
リソース

1 リージョン、1
アカウントあた
りのデフォルトの
クォータ

ウェブ ACL の最大数

100

ルールグループの最大数

100

ウェブ ACL あたりの最大ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU)

1,500
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リソース

1 リージョン、1
アカウントあた
りのデフォルトの
クォータ

ルールグループあたりの最大 WCU

1,500

IP セットの最大数

100

ウェブ ACL ごとの 1 秒あたりの最大リクエスト数。

25,000

ウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムリクエストヘッダーの最大数

100

ウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンスヘッダーの最大数

100

ウェブ ACL またはルールグループあたりのカスタムレスポンス本文の最大数

50

ウェブ ACL トラフィックを CloudWatch Logs ロググループにログ記録するため
の、ウェブ ACL あたりの Amazon CloudWatch Logs ログストリームの最大数

35

CloudFront での AWS WAF で許容される 1 秒あたりのリクエスト (RPS) の最大数は、CloudFront によっ
て設定され、「CloudFront デベロッパーガイド」で説明されています。
AWS WAF では、1 つのリージョンの 1 つのアカウントごとに次のエンティティ設定に対して固定クォー
タが設定されています。これらのクォータは変更できません。
リソース

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

IP セットおよび正規表現パターンセットに対するルールグループごとの参照の最
大数

50

IP セット、正規表現パターンセット、およびルールグループに対するウェブ ACL
ごとの参照の最大数

50

IP セットあたりの CIDR 表記の IP アドレスの最大数

10,000

ウェブ ACL あたりのレートベースのルールの最大数

10

ルールグループあたりのレートベースのルールの最大数

4

レートベースのルールごとにブロックできる一意の IP アドレスの最大数

10,000

文字列一致ステートメントの最大文字数

200

各正規表現パターンの最大文字数

200

正規表現セットあたりの一意の正規表現パターンの最大数

10

正規表現セットの最大数

10

検査できるウェブリクエストボディの最大サイズ

8 KB

レートベースのルールに対して定義できる最小リクエスト率

100

ルールステートメントあたりのテキスト変換の最大数

3

単一のカスタムレスポンス定義のカスタムレスポンス本文コンテンツの最大サイズ

4 KB
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リソース

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

1 つのカスタムレスポンス定義のカスタムヘッダーの最大数

10

1 つのカスタムリクエスト定義のカスタムヘッダーの最大数

10

単一のルールグループまたは単一のウェブ ACL 用のすべてのレスポンス本文コン
テンツの最大合計サイズ

50 KB

AWS WAF では、1 つのリージョンの 1 つのアカウントあたりのコールに次の固定クォータが設定されて
います。これらのクォータは、コンソール、CLI、AWS CloudFormation、REST API、SDK など、利用可
能な手段を通じてサービスへのコールの合計に適用されます。これらのクォータは変更できません。
コールタイプ

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

AssociateWebACL へのコールの最大数

2 秒あたり 1 回の
リクエスト

DisassociateWebACL へのコールの最大数

2 秒あたり 1 回の
リクエスト

GetWebACLForResource へのコールの最大数

1 秒あたり 1 回の
リクエスト

ListResourcesForWebACL へのコールの最大数

1 秒あたり 1 回の
リクエスト

個々の Get または List アクションに対するコールの最大数 (他にクォータが定義
されていない場合)

1 秒あたり 5 回の
リクエスト

個々の Create、Put、または Update アクションへのコールの最大数 (他に
クォータが定義されていない場合)

1 秒あたり 1 回の
リクエスト

AWS WAF Classic リソースを AWS WAF に移行す
る
このセクションでは、ルールおよびウェブ ACL を AWS WAF Classic から AWS WAF に移行するための
ガイダンスについて説明します。AWS WAF は、2019 年 11 月にリリースされました。AWS WAF Classic
を使用してルールやウェブ ACL などのリソースを作成した場合、AWS WAF Classic を使用してリソース
を操作するか、この最新バージョンに移行する必要があります。
移行作業を開始する前に、「AWS WAF (p. 6)」を読んで AWS WAF について理解してください。
トピック
• AWS WAF に移行する理由 (p. 234)
• 移行の仕組み (p. 235)
• 移行に関する注意事項と制限事項 (p. 235)
• AWS WAF Classic から AWS WAF へのウェブ ACL の移行 (p. 236)
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AWS WAF に移行する理由
AWS WAF の最新バージョンでは、旧バージョンに比べて多くの点が強化されていますが、使い慣れた概
念や用語の大部分は維持されています。
最新の AWS WAF の主な変更点を次に示します。移行を続行する前に、少し時間をとってこのリストを確
認し、AWS WAF ガイドの残りの部分について理解してください。
• AWS WAF 用 AWS マネージドルール - - AWS マネージドルールを通じて利用可能なルールグループが
一般的なウェブの脅威に対する保護を提供するようになりました。これらのルールグループのほとんど
は、AWS WAF に無料で含まれています。詳細については、「AWS マネージドルールのルールグループ
のリスト (p. 35)」および「AWS WAF 用の AWS マネージドルールの紹介」のブログ記事を参照してく
ださい。
• 新しい AWS WAF API - 新しい API では、1 つの API セットを使用してすべての AWS WAF リソースを
設定できます。リージョン別アプリケーションとグローバルアプリケーションを区別するために、新し
い API には scope 設定が含まれています。API の詳細については、「AWS WAFV2 アクション」およ
び「AWS WAFV2 データ型」を参照してください。
API、SDK、CLI、AWS CloudFormation では、AWS WAF Classic は命名スキームを保持し、AWS WAF
の最新バージョンの名称はコンテキストに応じて「V2」または「v2」を追加されます。
• 簡素化されたサービスクォータ (制限) – AWS WAF では、ウェブ ACL ごとに、より多くのルールが使
用可能になり、より長い正規表現パターンを表現できるようになりました。詳細については、「AWS
WAF のクォータ (p. 231)」を参照してください。
• ウェブ ACL の制限がコンピューティングのニーズに基づいて決まるようになりまし - ウェブ ACL の制
限は、ウェブ ACL のキャパシティーユニット (WCU) に基づいて決まるようになりました。AWS WAF
は、ルールの実行に必要な動作能力に従って、ルールの WCU を計算します。ウェブ ACL の WCU は、
ウェブ ACL 内のすべてのルールとルールグループの WCU の合計です。
WCU の一般情報については、「AWS WAF の仕組み (p. 7)」を参照してください。各ルールの WCU の
使用量については、「ルールステートメントリスト (p. 85)」を参照してください。
• ドキュメントベースのルールの記述 – ルール、ルールグループ、ウェブ ACL を JSON 形式で記述およ
び表現できるようになりました。個々の API コールを使用してさまざまな条件を作成し、その条件を
ルールに関連付ける必要がなくなりました。これにより、コードの記述方法と保守方法が大幅に簡素化
されます。ウェブ ACL を表示しているときに、[Download web ACL as JSON] (ウェブ ACL を JSON と
してダウンロード) を選択することで、コンソールからウェブ ACL の JSON 形式にアクセスできます。
独自のルールを作成する場合は、[Rule JSON editor] (ルール JSON エディタ) を選択することで、その
JSON 表現にアクセスできます。
• ルールのネストと完全な論理オペレーションのサポート - 論理ルールステートメントとネストを使用し
て、複雑な結合ルールを記述できます。[A AND NOT(B OR C)] などのステートメントを作成できま
す。詳細については、「ルールステートメントリスト (p. 85)」を参照してください。
• IP セットに対する可変 CIDR 範囲のサポート - IP セット指定における IP 範囲の柔軟性が向上しまし
た。IPv4 の場合、AWS WAF は /1～/32 をサポートします。IPv6 の場合、AWS WAF は /1～/128 を
サポートします。IP セットの詳細については、「IP セット一致ルールステートメント (p. 92)」を参照し
てください。
• チェーン可能なテキスト変換 - AWS WAF は、検査する前に、ウェブリクエストコンテンツに対して複
数のテキスト変換を実行できます。詳細については、「テキスト変換 (p. 111)」を参照してください。
• コンソールエクスペリエンスの向上 - 新しい AWS WAF コンソールには、ビジュアルルールビルダー
と、より直感的なコンソールデザインが採用されています。
• Firewall Manager AWS WAF ポリシーの拡張オプション – AWS WAF ウェブ ACL の Firewall Manager
管理で、AWS WAF が最初に処理する一連のルールグループと、AWS WAF が最後に処理する一連の
ルールグループを作成できるようになりました。AWS WAF ポリシーを適用すると、ローカルアカウン
トの所有者は、これら 2 つのセットの間で AWS WAF が処理する独自のルールグループを追加できま
す。Firewall Manager の AWS WAF ポリシーの詳細については、「AWS WAF ポリシー (p. 396)」を
参照してください。
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• すべてのルールステートメントタイプにおける AWS CloudFormation のサポート - AWS
CloudFormation の AWS WAF は、AWS WAF コンソールと API がサポートするすべてのルールステー
トメントタイプをサポートします。さらに、JSON 形式で記述したルールを YAML 形式に簡単に変換で
きます。

移行の仕組み
自動移行では、ほとんどの AWS WAF Classic ウェブ ACL 設定が引き継がれますが、いくつかの作業は手
動で処理する必要があります。
ウェブ ACL を移行するためのステップの概要を次に示します。
1. 自動移行では、既存のウェブ ACL に関連するすべての内容が読み込まれます。AWS WAF Classic で変
更または削除される内容はありません。ウェブ ACL とその関連リソースの表現を作成します。この表
現は、AWS WAF と互換性があります。新しいウェブ ACL の AWS CloudFormation テンプレートを生
成し、Amazon S3 バケットに保存します。
2. AWS WAF でウェブ ACL および関連リソースを再作成するために、テンプレートを AWS
CloudFormation にデプロイします。
3. ウェブ ACL を確認して手動で移行を完了し、新しいウェブ ACL が最新の AWS WAF の機能を最大限に
活用するようにします
4. 保護されたリソースを新しいウェブ ACL に手動で切り替えます。

移行に関する注意事項と制限事項
移行では、AWS WAF Classic のすべての設定がそのまま引き継がれるわけではありません。マネージド
ルールと同様、2 つのバージョン間で正確に対応しないことがあります。ウェブ ACL の保護された AWS
リソースとの関連付けなど、その他の設定は、新しいバージョンでは最初は無効になっているため、準備
ができたら追加できます。
次のリストでは、移行の注意事項と、対処が必要となる可能性があるステップについて説明します。この
概要を使用して、移行を計画してください。後述する移行の詳細なステップでは、推奨される緩和ステッ
プについて順を追って説明します。
• 単一アカウント - 任意のアカウントの AWS WAF Classic リソースを、同じアカウントの AWS WAF リ
ソースにのみ移行できます。
• マネージドルール - 移行では、AWS Marketplace の販売者によるマネージドルールは引き継がれませ
ん。一部の AWS Marketplace の販売者は、AWS WAF の同等のマネージドルールを持っており、サブス
クライブし直すことができます。これを行う前に、AWS WAF の最新バージョンで無料で提供されてい
る AWS マネージドルールを確認してください。これらのほとんどは、AWS WAF ユーザーに無料でご
利用いただけます。マネージドルールの詳細については、「マネージドルールグループ (p. 26)」を参照
してください。
• ウェブ ACL の関連付け – 移行では、ウェブ ACL と保護されたリソース間の関連付けは引き継がれませ
ん。これは仕様です。本番環境のワークロードに影響を与えないようにするためのものです。すべて正
しく移行されたことを検証したら、新しいウェブ ACL をリソースに関連付けます。
• ログ記録 – 移行されたウェブ ACL のログ記録は、デフォルトで無効になっています。これは仕様で
す。AWS WAF Classic から AWS WAF への切り替えの準備ができたら、ログ記録を有効にします。
• AWS Firewall Manager ルールグループ - 移行では、Firewall Manager によって管理されるルールグルー
プは処理されません。Firewall Manager によって管理されているウェブ ACL を移行することはできます
が、移行でルールグループは引き継がれません。このようなウェブ ACL には、移行ツールを使用するの
ではなく、Firewall Manager で新しい AWS WAF のポリシーを再作成します。
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Note
Firewall Manager が AWS WAF Classic 用に管理していたルールグループは、Firewall Manager
のルールグループでした。AWS WAF の新しいバージョンでは、ルールグループは AWS WAF
ルールグループです。機能的には、これらは同じです。
• AWS WAF セキュリティオートメーション – AWS WAF セキュリティオートメーションの移行を試みな
いでください。移行では、オートメーションにより使用される可能性がある Lambda 関数が変換され
ません。最新の AWS WAF と互換性のある新しい AWS WAF セキュリティオートメーションソリュー
ションが利用可能になったら、そのソリューションを再デプロイします。

AWS WAF Classic から AWS WAF へのウェブ ACL
の移行
ウェブ ACL を移行してそれに切り替えるには、自動移行を実行してから、一連の手動ステップを実行しま
す。
トピック
• ウェブ ACL の移行: 自動移行 (p. 236)
• ウェブ ACL の移行: 手動フォローアップ (p. 238)
• ウェブ ACL の移行: その他の考慮事項 (p. 238)
• ウェブ ACL の移行: 切り替え (p. 239)

ウェブ ACL の移行: 自動移行
ウェブ ACL 設定を AWS WAF Classic から AWS WAF に自動的に移行するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

[Switch to AWS WAF Classic] (AWS WAF Classic に切り替え) を選択し、ウェブ ACL の設定を確認し
ます。前のセクション「移行に関する注意事項と制限事項 (p. 235)」で説明した注意事項と制限事項
を考慮して、設定をメモしておきます。

3.

上部の情報ダイアログで、「Migrate web ACLs」(ウェブ ACL を移行する) で始まる文を見つけて、移
行ウィザードへのリンクを選択します。移行ウィザードが起動します。
情報ダイアログが表示されない場合は、AWS WAF Classic コンソールを起動した後にそのダイアロ
グを閉じた可能性があります。ナビゲーションバーで、[Switch to new AWS WAF] (新しい AWS WAF
に切り替え) を選択して [Switch to AWS WAF Classic] (AWS WAF Classic に切り替え) を選択した
ら、情報ダイアログが再度表示されます。

4.

移行するウェブ ACL を選択します。

5.

[Migration configuration] (移行設定) では、テンプレートに使用する Amazon S3 バケットを指定しま
す。生成された AWS CloudFormation テンプレートを保存するには、移行 API 用に適切に設定された
Amazon S3 バケットが必要です。
• バケットが暗号化されている場合、暗号化は Amazon S3 (SSE-S3) キーを使用する必要がありま
す。移行では、AWS Key Management Service (SSE-KMS) キーによる暗号化はサポートされてい
ません。
• バケット名の先頭は aws-waf-migration- にする必要があります。例えば、aws-wafmigration-my-web-acl です。
• バケットは、テンプレートをデプロイするリージョンに存在する必要があります。例えば、uswest-2 のウェブ ACL の場合、us-west-2 で Amazon S3 バケットを使用し、テンプレートス
タックを us-west-2 にデプロイする必要があります。
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6.

S3 バケットポリシーの場合、[Auto apply the bucket policy required for migration] (移行に必要なバ
ケットポリシーを自動的に適用する) を選択することをお勧めします。または、自分でバケットを管
理する場合は、次のバケットポリシーを手動で適用する必要があります。
• グローバル Amazon CloudFront アプリケーションの場合 (waf):

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apiv2migration.waf.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
}
]

• リージョンレベルの Amazon API Gateway または Application Load Balancer アプリケーションの場
合 (waf-regional):

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "apiv2migration.waf-regional.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
}
]

7.

[Choose how to handle rules that cannot be migrated] (移行できないルールの処理方法を選択してくだ
さい) で、移行できないルールを除外するか、移行を停止するかを選択します。移行できないルール
の詳細については、「移行に関する注意事項と制限事項 (p. 235)」を参照してください。

8.

[Next] を選択します。

9.

[Create AWS CloudFormation template] (AWS CloudFormation テンプレートの作成) の場合、設定を
検証したら [Start creating AWS CloudFormation template] (AWS CloudFormation テンプレートの作成
開始) を選択して移行プロセスを開始します。ウェブ ACL の複雑さによっては、この処理に数分かか
る場合があります。

10. [Create and run AWS CloudFormation stack to complete migration] (スタックを作成および実行して
移行を完了する) で、AWS CloudFormation コンソールに移動してテンプレートからスタックを作成
し、新しいウェブ ACL とそのリソースを作成することができます。これを行うには、[Create AWS
CloudFormation stack] (スタックを作成) を選択します。
自動移行プロセスが完了したら、手動でのフォローアップステップに進む準備が整います。「ウェブ ACL
の移行: 手動フォローアップ (p. 238)」を参照してください。

237

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ウェブ ACL の移行

ウェブ ACL の移行: 手動フォローアップ
自動移行が完了したら、新しく作成したウェブ ACL を確認し、移行によって引き継がれないコンポーネン
トを入力します。次の手順では、移行によって処理されないウェブ ACL 管理の側面について説明します。
リストについては、「移行に関する注意事項と制限事項 (p. 235)」を参照してください。

基本的な移行を完了するには - 手動ステップ
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

コンソールは自動的に AWS WAF の最新バージョンを使用します。これを検証するには、ナビゲー
ションペインで、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) オプションが表示されること
を確認します。[Switch to new AWS WAF] (新しい AWS WAF に切り替え) が表示されている場合、そ
れを選択して最新バージョンに切り替えます。

3.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

4.

[Web ACLs] (ウェブ ACL) ページで、作成したリージョンのリストで新しいウェブ ACL を見つけま
す。ウェブ ACL の名前を選択して、ウェブ ACL の設定を表示します。

5.

新しいウェブ ACL のすべての設定を、以前の AWS WAF Classic ウェブ ACL と比較します。デフォ
ルトでは、ログ記録と保護されたリソースの関連付けは無効になっています。切り替えの準備ができ
たら有効にします。

6.

AWS WAF Classic ウェブ ACL に条件を含むレートベースのルールがある場合、その条件は移行時に
引き継がれていません。新しいウェブ ACL のルールに条件を追加できます。

7.

a.

ウェブ ACL 設定ページで、[Rules] (ルール) タブを選択します。

b.

リストでレートベースのルールを見つけて選択し、[Edit] (編集) を選択します。

c.

[Criteria to count request towards rate limit] (リクエストをレート制限にカウントする条件)
で、[Only consider requests that match the criteria in a rule statement] (ルールステートメントの
条件に一致するリクエストのみを考慮する) を選択し、追加の条件を指定します。論理ステート
メントなど、ネストできる任意のルールステートメントを使用して条件を追加できます。選択肢
の詳細については、「ルールステートメントリスト (p. 85)」を参照してください。

AWS WAF Classic ウェブ ACL にマネージドルールグループがある場合、そのルールグループの追
加は移行時に引き継がれていません。マネージドルールグループを新しいウェブ ACL に追加できま
す。マネージドルールグループに関する情報を確認します。これには、「マネージドルールグルー
プ (p. 26)」にある、AWS WAF の新しいバージョンので使用可能な AWS マネージドルールのリスト
が含まれます。マネージドルールグループを追加するには、次の手順を実行します。
a.

ウェブ ACL 設定ページで、ウェブ ACL の [Rules] (ルール) タブを選択します。

b.

[Add rules] (ルールの追加) を選択し、[Add managed rule groups] (マネージドルールグループの
追加) を選択します。

c.

選択したベンダーのリストを展開し、追加するルールグループを選択します。AWS Marketplace
の販売者の場合、ルールグループの登録が必要になる場合があります。ウェブ ACL でのマネージ
ドルールグループの使用の詳細については、「マネージドルールグループ (p. 26)」および「ウェ
ブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」を参照してください。

基本的な移行プロセスを完了したら、ニーズを見直して追加のオプションを検討することにより、新しい
設定の効率が可能な限り高いことと、利用可能な最新のセキュリティオプションを使用していることを確
認することをお勧めします。「ウェブ ACL の移行: その他の考慮事項 (p. 238)」を参照してください。

ウェブ ACL の移行: その他の考慮事項
新しいウェブ ACL を確認して、新しい AWS WAF で使用できるオプションを検討することにより、設定
の効率が可能な限り高いことと、利用可能な最新のセキュリティオプションを使用していることを確認し
ます。
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追加の AWS マネージドルール
アプリケーションのセキュリティ体制を強化するため、ウェブ ACL に追加の AWS マネージドルールを実
装することを検討してください。これらは追加費用なしで AWS WAF に含まれています。AWSマネージド
ルールには、次のタイプのルールグループがあります。
• ベースラインルールグループは、既知の不正な入力がアプリケーションに入らないようにしたり、管理
ページへのアクセスを防ぐなど、さまざまな一般的な脅威に対して全般的な保護を提供します。
• ユースケース固有のルールグループは、多種多様なユースケースに対して段階的な保護を提供します。
• IP 評価レピュテーションリストは、クライアントの送信元 IP に基づく脅威インテリジェンスを提供し
ます。
詳細については、「AWS WAF の AWS マネージドルール (p. 35)」を参照してください。
ルールの最適化とクリーンアップ
古いルールを再検討し、それらを書き換えたり、古いルールを削除して最適化することを検討してく
ださい。例えば、過去に OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities に関する技術関連ドキュメン
トである「Prepare for the OWASP Top 10 Web Application Vulnerabilities Using AWS CloudFormation
and Our New White Paper」( と新しいホワイトペーパーを使用して、OWASP Top 10 Web Application
Vulnerabilities に備える) から AWS WAF テンプレートをデプロイした場合は、それを AWS マネージド
ルールに置き換えることを検討する必要があります。ドキュメントに記載された概念は依然として有効で
あり、独自のルールを作成するのに役立つかもしれませんが、テンプレートによって作成されたルールは
大部分が AWS マネージドルールに置き換えられています。
Amazon CloudWatch メトリクスおよびアラーム
Amazon CloudWatch メトリクスに再度アクセスして、必要に応じてアラームを設定します。移行では
CloudWatch アラームが引き継がれないため、メトリクス名が目的のものとは異なる可能性があります。
アプリケーションチームとの確認
アプリケーションチームと協力して、セキュリティ体制を確認してください。アプリケーションによって
頻繁に解析されるフィールドを調べ、それに応じて入力をサニタイズするルールを追加します。エッジ
ケースをチェックし、アプリケーションのビジネスロジックがケースを処理できない場合にこれらのケー
スをキャッチするルールを追加します。
切り替えの計画
アプリケーションチームと切り替えのタイミングを計画します。古いウェブ ACL の関連付けから新しい
ウェブ ACL の関連付けへの切り替えにより、短い中断が発生する可能性があります。
切り替えの準備ができたら、「ウェブ ACL の移行: 切り替え (p. 239)」の手順に従います。

ウェブ ACL の移行: 切り替え
新しいウェブ ACL 設定を検証したら、AWS WAF Classic ウェブ ACL の代わりに使用を開始できます。

新しい AWS WAF ウェブ ACL の使用を開始するには
1.
2.
3.

「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解除 (p. 23)」のガイダンスに従って、保
護するリソースに AWS WAF ウェブ ACL を関連付けます。これにより、古いウェブ ACL からリソー
スの関連付けが自動的に解除されます。
「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」のガイダンスに従って、新しいウェブ ACL のログ
記録を設定します。
(任意) AWS WAF Classic ウェブ ACL と関連付けられているリソースがなくなった場合、AWS
WAF Classic から完全に削除することを検討してください。詳細については、「ウェブ ACL の削
除 (p. 303)」を参照してください。
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AWS WAF Classic
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic は、Amazon API Gateway API、Amazon CloudFront、または Application Load
Balancer に転送される HTTP および HTTPS リクエストをモニタリングすることを可能にするウェブアプ
リケーションファイアウォールです。AWS WAFClassic では、コンテンツへのアクセスを制御することも
できます。リクエストの送信元の IP アドレスやクエリ文字列の値などの、指定した条件に基づいて、API
Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer はリクエストされたコンテンツまたは HTTP
403 ステータスコード (Forbidden) (禁止) のリクエストのいずれかに対応します。リクエストがブロックさ
れたときにカスタムエラーを返すように CloudFront を設定することもできます。
トピック
• AWS WAF Classic の設定 (p. 240)
• AWS WAF Classic の仕組み (p. 243)
• AWS WAF Classic の料金 (p. 246)
• AWS WAF Classic の開始方法 (p. 246)
• ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の作成と設定 (p. 257)
• AWS Firewall Manager での AWS WAF Classic ルールグループの使用 (p. 307)
• AWS WAF Classic ルールを有効にするための AWS Firewall Manager の開始方法 (p. 309)
• チュートリアル: 階層ルールによる AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 313)
• ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録 (p. 315)
• レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレスの一覧表示 (p. 320)
• AWS WAF Classic と Amazon CloudFront の機能との連携 (p. 320)
• AWS WAF Classic のセキュリティ (p. 322)
• AWS WAF Classic のクォータ (p. 348)

AWS WAF Classic の設定
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
このトピックでは、AWS WAF Classic を使用する前の事前ステップ (AWS アカウント の作成など) につ
いて説明します。このアカウントや他の予備項目の設定に対して料金は発生しません。料金が発生するの
は、実際に使用した AWS のサービスに対してのみです。

Note
新規ユーザーの場合は、AWS WAF Classic の設定ステップを実行しないでください。その代わり
に、セットアップ (p. 3) で AWS WAF の最新バージョンのステップに従ってください。
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これらのステップを完了したら、「AWS WAF Classic の開始方法 (p. 246)」を参照して AWS WAF
Classic の開始方法を続けてください。

Note
AWS Shield Standard は AWS WAF Classic に付属しており、追加の設定は必要ありません。詳
細については、「AWS Shield の仕組み (p. 450)」を参照してください。
AWS WAF Classic または AWS Shield Advanced を初めて使用する場合は、事前に次のタスクをすべて実
行してください。
• ステップ 1: AWS アカウント にサインアップする (p. 241)
• ステップ 2: IAM ユーザーを作成する (p. 241)
• ステップ 3: ツールをダウンロードする (p. 243)

ステップ 1: AWS アカウント にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS WAF Classic を含む、AWS 内のすべての
サービスの AWS アカウント が自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみが
請求されます。
AWS アカウント が既にある場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウント をお持ちでない場
合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップするには
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 アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理アクセスを管理ユーザーに割り当て、ルートユーザー
アクセスを必要とするタスクを実行するには、ルートユーザーのみを使用使用します。

次のタスクで AWS アカウント 番号が必要となるので、メモしておいてください。

ステップ 2: IAM ユーザーを作成する
AWS WAF Classic コンソールを使用するには、AWS WAF Classic オペレーションを実行する許可を取
得するためにサインインする必要があります。AWS アカウント のルート認証情報を使用できますが、
これはお勧めしません。アカウントのセキュリティと管理を強化するには、AWS Identity and Access
Management (IAM) を使用して次の操作を行うことをお勧めします。
• お客様の個人用またはお客様のビジネス用に IAM ユーザーアカウントを作成します。
• 管理者許可のある IAM グループに IAM ユーザーアカウントを追加するか、IAM ユーザーアカウントに
管理者許可を直接付与します。
• アカウントに、一般的な使用およびコンソールアクセスのための AWS WAF Classic および関連サービ
スへのフルアクセス権があることを検証します。詳細については、「AWS WAF Classic の AWS マネー
ジド (事前定義された) ポリシー (p. 331)」を参照してください。
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その後、特別な URL と IAM ユーザーの認証情報を使用して、AWS WAF Classic コンソール (および他の
サービスコンソール) にサインインできます。IAM ユーザーアカウントに他のユーザーを追加し、AWS の
サービスやリソースへのアクセスのレベルを制御することもできます。

Note
AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Tools for Windows PowerShell、AWS SDK、または
AWS WAF Classic API を使用して AWS WAF Classic にアクセスするためのアクセスキーを作成
する方法については、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。
AWS にサインアップしても、自分用の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使
用して作成できます。コンソールの使用に慣れていない場合は、「AWS Management Console の使用」で
概要を参照してください。
管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
管理者を
管理する
方法を 1
つ選択し
ます

To

IAM
Identity
Center 内

短期認証情報を使用して AWS IAM Identity Center
AWS にアクセスする。 (successor to AWS Single
Sign-On) ユーザーガイドの
これはセキュリティのベ 「開始方法」の手順に従いま
ストプラクティスと一致 す。
しています。ベストプラ
クティスの詳細について
は、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM でのセキュ
リティのベストプラク
ティス」を参照してくだ
さい。

AWS Command Line Interface
ユーザーガイドの「AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

長期認証情報を使用して IAM ユーザーガイドの「最初
AWS にアクセスする。 の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

(推奨)

IAM 内
(非推奨)

By

以下の操作も可能

この新しい IAM ユーザーとしてサインインするには、まず AWS Management Console からサインアウ
トします。次の URL を使用します。ここで、your_aws_account_id はハイフンなしのお客様の AWS アカ
ウント 番号です。例えば、AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 の場合、AWS アカウント ID は
123456789012 です。
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
「your_user_name @ your_aws_account_id」が表示されます。
サインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成しま
す。IAM ダッシュボードから [Customize] (カスタマイズ) を選択し、エイリアス (会社名など) を入力しま
す。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用します。
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/
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アカウントの IAM ユーザーのサインインリンクを検証するには、IAM コンソールを開き、ダッシュボード
の [IAM users sign-in link] (IAM ユーザーのサインインリンク) の下を確認します。
これらのステップを完了したら、ここで中止して、「AWS WAF Classic の開始方法 (p. 246)」に進み、
コンソールを使用して AWS WAF Classic の使用開始を続行できます。AWS WAF Classic API を使用して
プログラムで AWS WAF Classic にアクセスする場合は、次のステップ「ステップ 3: ツールをダウンロー
ドする (p. 243)」に進みます。

ステップ 3: ツールをダウンロードする
AWS Management Console には AWS WAF Classic のコンソールが含まれますが、プログラムで AWS
WAF Classic にアクセスする場合は、次のドキュメントとツールが役立ちます。
• raw HTTP リクエストの組み立てなどの低レベルの詳細を処理せずに AWS WAF Classic API を呼び出
す場合は、AWS SDK を使用できます。AWS SDK は、AWS WAF Classic やその他の AWS のサービス
の機能をカプセル化する関数とデータ型を提供します。AWS SDK をダウンロードするには、該当する
ページを参照してください。このページには、前提条件とインストール手順も含まれます。
• Java
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby
AWS SDK の完全なリストについては、「Tools for Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サービス
用のツール) を参照してください。
• AWS によって SDK が提供されていないプログラミング言語を使用する場合は、「AWS WAF API リ
ファレンス」ドキュメントに AWS WAF Classic がサポートするオペレーションが説明されています。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) は AWS WAF Classic をサポートします。AWS CLI を使用
すると、複数の AWS のサービスをコマンドラインから制御したり、スクリプトで自動化したりできま
す。詳細については、「AWS Command Line Interface」を参照してください。
• AWS Tools for Windows PowerShell は AWS WAF Classic をサポートします。詳細については、「AWS
Tools for PowerShell Cmdlet Reference」(Cmdlet リファレンス) を参照してください。

AWS WAF Classic の仕組み
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic を使用して、API Gateway、Amazon CloudFront、または Application Load Balancer
がウェブリクエストに応答する方法を制御します。まず、条件、ルール、ウェブアクセスコントロールリ
スト (ウェブ ACL) を作成します。条件を定義し、ルールに追加したら、ルールをウェブ ACL に結合しま
す。

Note
また、AWS WAF Classic を使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コン
テナでホストされているアプリケーションを保護することもできます。Amazon ECS は、クラ
スターで Docker コンテナを簡単に実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコン
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テナ管理サービスです。このオプションを使用するには、AWS WAF Classic が有効化された
Application Load Balancer を使用して、サービス内のタスク間で HTTP/HTTPS (レイヤー 7) トラ
フィックをルーティングおよび保護するように Amazon ECS を設定します。詳細については、
「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Service load balancing」(サービ
スのロードバランシング) のトピックを参照してください。
条件
条件では、ウェブリクエストで AWS WAF Classic が監視する基本的な特徴を定義します。
• 悪意のある可能性が高いスクリプト。攻撃者は、ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用できるス
クリプトを埋め込みます。これはクロスサイトスクリプティングと呼ばれます。
• リクエストの発生元の IP アドレスまたはアドレス範囲。
• リクエスト送信元の国または地理的場所。
• クエリ文字列など、リクエストの指定された部分の長さ。
• 悪意のある可能性が高い SQL コード。攻撃者は、ウェブリクエストに悪意のある SQL コードを埋
め込むことで、データベースからデータを抽出しようとします。これは SQL インジェクションと呼
ばれます。
• リクエストに表示される文字列。例えば、User-Agent ヘッダーに表示される値、またはクエリ文
字列に表示されるテキスト文字列です。正規表現を使用してこれらの文字列を指定することもでき
ます。
条件によっては、複数の値を指定できる場合があります。例えば、IP 条件では最大 10,000 個の IP ア
ドレスまたは IP アドレス範囲を指定できます。
[Rules] (ルール)
条件をルールに追加して、許可、ブロック、またはカウントするリクエストのみが対象になるように
します。AWS WAFClassic には、次の 2 種類のルールがあります。
通常ルール
通常ルールでは、特定のリクエストを対象とするための条件のみが使用されます。例えば、攻撃
者からの最近のリクエストに基づいて、次の条件を含むルールを作成できます。
• リクエストが 192.0.2.44 から発生した。
• リクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot 値が含まれる。
• それらのクエリ文字列には、SQL などのコードが含まれる。
ルールに複数の条件をすべて含めると、この例のように AWS WAF Classic によってすべての条
件に一致するリクエストが検索されます。つまり、これらの条件を AND で連結したことになりま
す。
少なくとも 1 つの条件を通常ルールに追加します。条件のない通常のルールはどのリクエストに
も一致しないため、ルールのアクション (許可、カウント、またはブロック) はトリガーされませ
ん。
レートベースのルール
レートベースのルールは、レート制限が追加された通常のルールに似ています。レートベースの
ルールは、ルールの条件を満たす IP アドレスから到着したリクエストをカウントします。IP ア
ドレスからのリクエストが 5 分間でレート制限を超えた場合、ルールはアクションをトリガーで
きます。アクションがトリガーされるまで、1～2 分かかることがあります。
レートベースのルールの条件はオプションです。レートベースのルールに条件を追加しない場
合、レート制限はすべての IP アドレスに適用されます。条件をレート制限と組み合わせると、
レート制限は条件に一致する IP アドレスに適用されます。
例えば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、次の条件を含むレートベースのルールを作
成できます。
• リクエストが 192.0.2.44 から発生した。
• リクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot 値が含まれる。
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このレートベースのルールでは、レート制限を定義することもできます。この例では、1,000 の
レート制限を作成します。前述の条件の両方を満たし、5 分間に 1,000 リクエストを超えるリク
エストは、ウェブ ACL で定義されたルールのアクション (ブロックまたはカウント) をトリガー
します。
両方の条件を満たさないリクエストは、レート制限に対してカウントされないため、このルール
の影響を受けません。
2 つ目の例では、ウェブサイトの特定のページにリクエストを制限します。これを行うには、次
の文字列一致条件をレートベースのルールに追加します。
• [Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) は、URI です。
• [Match Type] (一致タイプ) は Starts with です。
• [Value to match] (一致する値) は、login です。
さらに、1,000 の RateLimit を指定します。
このレートベースのルールをウェブ ACL に追加することで、残りのサイトに影響を与えることな
く、ログインページへのリクエストを制限することができます。
ウェブ ACL
条件を組み合わせてルールを作成した後、ルールを組み合わせてウェブ ACL を作成します。ここで、
各ルールのアクション (許可、ブロック、カウント) とデフォルトアクションを定義します。
各ルールのアクション
ウェブリクエストがルールのすべての条件に一致すると、AWS WAF Classic はリクエストをブ
ロックするか、リクエストを API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または
Application Load Balancer に転送できるようにします。AWS WAF Classic によって各ルールに対
して実行されるアクションを指定します。
AWS WAF Classic は、リクエストをウェブ ACL のルールと比較します。ルールはリストされて
いる順に比較されます。AWS WAFClassic は、リクエストが一致する最初のルールに関連付けら
れているアクションを実行します。例えば、ウェブリクエストが、リクエストを許可する 1 つの
ルールと一致し、リクエストをブロックする別のルールと一致する場合、AWS WAF Classic に
よって、どちらのルールが最初にリストされているかに応じて、リクエストが許可またはブロッ
クされます。
新しいルールを使用する前にテストする場合は、ルールのすべての条件を満たすリクエストを
カウントするように AWS WAF Classic を設定することもできます。リクエストを許可またはブ
ロックするルールと同様に、リクエストをカウントするルールも、ウェブ ACL でリストされて
いる順番によって影響を受けます。例えば、ウェブリクエストが、リクエストを許可する 1 つの
ルールと一致し、リクエストをカウントする別のルールと一致する場合、リクエストを許可する
ルールが最初にリストされていると、リクエストはカウントされません。
デフォルトアクション
デフォルトアクションによって、ウェブ ACL のすべてのルールのすべての条件に一致しないリク
エストを AWS WAF Classic が許可するかブロックするかが決まります。例えば、ウェブ ACL を
作成し、前に定義したルールのみを追加するとします。
• リクエストが 192.0.2.44 から発生した。
• リクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot 値が含まれる。
• それらのリクエストのクエリ文字列に悪意のある可能性がある SQL コードが含まれる。
リクエストがルールの 3 つのすべての条件に一致せず、デフォルトアクションが ALLOW の場
合、AWS WAF Classic はリクエストを API Gateway、CloudFront、または Application Load
Balancer に転送し、そのサービスはリクエストされたオブジェクトにより応答します。
2 つ以上のルールをウェブ ACL に追加すると、リクエストがすべてのルールのすべての条件に一
致しない場合にのみ、AWS WAF Classic はデフォルトアクションを実行します。例えば、以下の
1 つの条件を含む 2 つ目のルールを追加するとします。
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• User-Agent ヘッダーに BIGBadBot 値が含まれるリクエスト。
リクエストが最初のルールの 3 つのすべての条件に一致せず、2 つ目のルールの 1 つの条件に一
致しない場合にのみ、AWS WAF Classic はデフォルトアクションを実行します。
ごくまれに、AWS WAF で、リクエストを許可またはブロックするかどうかについて、Amazon API
Gateway、Amazon CloudFront、または Application Load Balancer への応答を遅らせる内部エラーが
発生する場合があります。そのような場合は通常、CloudFront はリクエストを許可またはコンテンツ
を提供します。API Gateway および Application Load Balancer は、通常、リクエストを拒否し、コン
テンツを提供しません。

AWS WAF Classic の料金
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic では、作成するウェブ ACL とルール、および AWS WAF Classic が検査する HTTP リ
クエストの数に対してのみお支払いいただきます。詳細については、「AWS WAF Classic の料金」を参照
してください。

AWS WAF Classic の開始方法
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
このチュートリアルでは、AWS WAF Classic を使用して次のタスクを実行する方法を示します。
• AWS WAF Classic を設定します。
• AWS WAF Classic コンソールを使用してウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) を作成し、
ウェブリクエストのフィルタリングに使用する条件を指定します。例えば、リクエストの発生元の IP ア
ドレスと、攻撃者によってのみ使用されるリクエスト内の値を指定できます。
• 条件をルールに追加します。ルールでは、ブロックまたは許可するウェブリクエストを対象にすること
ができます。AWS WAF Classic によって指定した条件に基づいてリクエストがブロックまたは許可され
るには、ウェブリクエストがルールのすべての条件と一致する必要があります。
• ルールをウェブ ACL に追加します。ウェブ ACL では、各ルールに追加する条件に基づいて、ウェブリ
クエストをブロックするか許可するかを指定します。
• ブロックまたは許可のいずれかのデフォルトアクションを指定します。これは、ウェブリクエストが
ルールと一致しない場合に、AWS WAF Classic によって実行されるアクションです。
• AWS WAF Classic でウェブリクエストを検査する Amazon CloudFront ディストリビューション
を選択します。このチュートリアルでは CloudFront のステップのみを説明しますが、Application
Load Balancer と Amazon API Gateway API のプロセスは基本的に同じです。AWS WAFClassic for
CloudFront はすべての AWS リージョン でご利用いただけます。AWS WAFAPI Gateway または
Application Load Balancer で使用する Classic は、AWS サービスエンドポイントにリストされている
リージョンでご利用いただけます。
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Note
AWS では通常、このチュートリアルで作成するリソースに対して 1 日あたり 0.25 USD 以下の料
金が発生します。チュートリアルを終了したら、不要な料金が発生しないようにリソースを削除
することをお勧めします。
トピック
• ステップ 1: AWS WAF Classic を設定する (p. 247)
• ステップ 2: ウェブ ACL を作成する (p. 247)
• ステップ 3: IP 一致条件を作成する (p. 248)
• ステップ 4: Geo 一致条件を作成する (p. 248)
• ステップ 5: 文字列一致条件を作成する (p. 249)
• ステップ 5A: (オプション) 正規表現条件を作成する (p. 250)
• ステップ 6: SQL インジェクション一致条件を作成する (p. 252)
• ステップ 7: (オプション) 追加の条件を作成する (p. 252)
• ステップ 8: ルールを作成して条件を追加する (p. 253)
• ステップ 9: ルールをウェブ ACL に追加する (p. 254)
• ステップ 10: リソースをクリーンアップする (p. 255)

ステップ 1: AWS WAF Classic を設定する
既に AWS アカウント にサインアップしていて、「AWS WAF Classic の設定 (p. 240)」に説明している
ように IAM ユーザーを作成した場合は、「ステップ 2: ウェブ ACL を作成する (p. 247)」に進みます。
それ以外の場合は、「AWS WAF Classic の設定 (p. 240)」に進み、少なくとも最初の 2 つのステップを
実行します (この「開始方法」トピックでは、AWS WAF Classic コンソールの使用に焦点を当てているた
め、ツールのダウンロードのステップはスキップできます。)

ステップ 2: ウェブ ACL を作成する
AWS WAF Classic コンソールでは、リクエストの発生元の IP アドレスやリクエスト内の値など、指定し
た条件に基づいてウェブリクエストをブロックまたは許可するように、AWS WAF Classic を設定するプロ
セスが案内されます。このステップでは、ウェブ ACL を作成します。

ウェブ ACL を作成するには
1.

2.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。
AWS WAF Classic の初回使用時は、[Go to AWS WAF Classic] ( Classic に移動)、[Configure web
ACL] (ウェブ ACL を設定) の順に選択します。
AWS WAF Classic を前に使用したことがある場合は、ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ
ACL) を選択してから、[Create web ACL] (ウェブ ACL を作成) を選択します。

3.

[Name web ACL] (ウェブ ACL に名前を付ける) ページで、[Web ACL name] (ウェブ ACL の名前) に名
前を入力します。

Note
4.

ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名)で、名前を入力します。名前には、英数字のみ
(A～Z、a～z、0～9) を使用できます。空白を含めることはできません。
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Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
5.

[Region] (リージョン) で、リージョンを選択します。このウェブ ACL を CloudFront ディストリ
ビューションに関連付ける場合は、[Global (CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) を選択します。

6.

[AWS resource to associate (関連付けるリソース)] で、ウェブ ACL に関連付けるリソースを選択し、
[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3: IP 一致条件を作成する
IP 一致条件では、リクエストの発生元の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を指定します。このステップ
では、IP 一致条件を作成します。後のステップで、指定した IP アドレスからのリクエストを許可するか
ブロックするかを指定します。

Note
IP 一致条件の詳細については、「IP 一致条件の使用 (p. 264)」を参照してください。

IP 一致条件を作成するには
1.

[Create conditions] (条件を作成) ページの [IP match conditions] (IP 一致条件) で、[Create condition]
(条件を作成) を選択します。

2.

[Create IP match condition] (IP 一致条件の作成) ダイアログボックスの [Name] (名前) に名前を入力し
ます。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。

3.

[Address] (アドレス) で、192.0.2.0/24 と入力します。この IP アドレス範囲は、CIDR 表記で指定して
おり、192.0.2.0 から 192.0.2.255 までの IP アドレスが含まれます (192.0.2.0/24 の IP アドレス範囲
は例のために予約されているため、ウェブリクエストはこれらの IP アドレスから発生しません)。
AWS WAF Classic は IPv4 アドレス範囲: /8、および /16 から /32 までの範囲をサポートしていま
す。AWS WAFClassic は IPv6 アドレス範囲: /24、/32、/48、/56、/64、および /128 をサポートして
います。(192.0.2.44 など 1 つの IP アドレスを指定するには、192.0.2.44/32 と入力します)。他の範
囲はサポートされていません。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(クラスレスドメイン
間ルーティング) 記事を参照してください。

4.

[Create] を選択します。

ステップ 4: Geo 一致条件を作成する
Geo 一致条件では、リクエスト送信元の 1 つ以上の国を指定します。このステップでは、Geo 一致条件を
作成します。後のステップで、指定した国から送信されたリクエストを許可するかブロックするかを指定
します。

Note
Geo 一致条件の詳細については、「Geo (地理的) 一致条件の使用 (p. 266)」を参照してくださ
い。

Geo 一致条件を作成するには
1.

[Create conditions] (条件を作成) ページの [Geo match conditions] (Geo 一致条件) で、[Create
condition] (条件を作成) を選択します。

2.

[Create geo match condition] (geo 一致条件の作成) ダイアログボックスの [Name] (名前) に名前を入
力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。
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3.

[Location type] (場所のタイプ) と国を選択します。現時点では、[Location type] (場所のタイプ) は
[Country] (国) にのみ設定できます。

4.
5.

[Add location] (場所を追加) を選択します。
[Create] を選択します。

ステップ 5: 文字列一致条件を作成する
文字列一致条件では、リクエストで AWS WAF Classic によって検索される文字列 (ヘッダーまたはクエリ
文字列で指定した値など) を識別します。通常、文字列は印刷可能な ASCII 文字で構成されますが、16 進
数 0x00 〜 0xFF (10 進数 0 〜 255) の任意の文字を指定できます。このステップでは、文字列一致条件を
作成します。後のステップで、指定した文字列を含むリクエストを許可するかブロックするかを指定しま
す。

Note
文字列一致条件の詳細については、「文字列一致条件の使用 (p. 278)」を参照してください。

文字列一致条件を作成するには
1.

[Create conditions] (条件を作成) ページの [String and regex match conditions] (文字列および正規表現
の一致条件) で、[Create condition] (条件を作成) を選択します。

2.

[Create string match condition] (文字列一致条件の作成) ダイアログボックスで、次の値を入力しま
す。
[Name] (名前)
名前を入力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./
です。
[Type] (タイプ)
[String match] (文字列の一致) を選択します。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
指定した文字列が AWS WAF Classic によって検査されるウェブリクエストの部分を選択しま
す。
この例では、[Header] (ヘッダー) を選択します。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として
[Body] (本文) を選択した場合、CloudFront によって最初の 8,192 バイトのみが検査のた
めに転送されるため、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが検
査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするには、
サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本文の
長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照して
ください。
[Header] (ヘッダー) ([Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) が
[Header] (ヘッダー) の場合は必須)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) で [Header] (ヘッダー) を
選択したので、AWS WAF Classic で検査するヘッダーを指定する必要があります。[User-Agent]
を入力します。(この値は大文字と小文字が区別されません。)
[Match type] (一致タイプ)
指定した文字列が [User-Agent] ヘッダーに表示される場所 (文字列の先頭、末尾、または任意の
場所など) を選択します。
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この例では、[Exactly matches] (正確に一致) を選択します。これは、指定した値と一致するヘッ
ダー値が AWS WAF Classic によってウェブリクエストで検査されることを示します。
[Transformation] (変換)
AWS WAF Classic を回避するために、攻撃者は、空白を追加したり、リクエストの部分また
は全部を URL エンコードしたりするなど、特殊な形式をウェブリクエストで使用します。
[Transformation] (変換) を有効にすることで、ウェブリクエストはより標準的な形式に変換されま
す。そのために、空白が削除されたり、リクエストが URL デコードされたり、攻撃者がよく使用
する特殊な形式の多くが排除されたりします。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
この例では、[None] (なし) を選択します。
[Value is base64 encoded] (値が base64 エンコードされている)
[Value to match] (一致する値) に入力した値が既に base64 でエンコードされている場合は、この
チェックボックスをオンにします。
この例では、このチェックボックスをオンにしないでください。
[Value to match] (照合する値)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) で指定したウェブリクエ
ストの部分で、AWS WAF Classic によって検索される値を指定します。
この例では、BadBot と入力します。AWS WAFClassic によってウェブリクエストの UserAgent ヘッダーの [BadBot] 値が検査されます。
[Value to match] (一致する値) は最大 50 文字です。base64 でエンコードされた値を指定する場
合、エンコード前の長さで最大 50 文字指定できます。
3.

AWS WAF Classic によって、BadBot を含む User-Agent ヘッダーや、BadParameter を含むクエ
リ文字列など、複数の値のウェブリクエストが検査されるようにするには、以下の 2 つの選択肢があ
ります。
• 両方の値が含まれているときにのみ (AND)、ウェブリクエストを許可またはブロックする場合は、
値ごとに 1 つの文字列一致条件を作成します。
• 一方か両方の値が含まれているときに (OR)、ウェブリクエストを許可またはブロックする場合は、
両方の値を同じ文字列一致条件に追加します。
この例では、[Create] (作成) を選択します。

ステップ 5A: (オプション) 正規表現条件を作成する
正規表現条件は文字列一致条件の一種であり、リクエスト内で AWS WAF Classic によって検索される文
字列 (ヘッダーやクエリ文字列の特定の値など) を識別する点では、文字列一致条件と同じです。大きく異
なるのは、正規表現を使用して、AWS WAF Classic によって検索される文字列パターンを指定する点で
す。このステップでは、正規表現一致条件を作成します。後のステップで、指定した文字列を含むリクエ
ストを許可するかブロックするかを指定します。

Note
正規表現一致条件の詳細については、「正規表現一致条件の使用 (p. 284)」を参照してくださ
い。
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正規表現一致条件を作成するには
1.

[Create conditions] (条件を作成) ページの [String match and regex conditions] (文字列の一致および正
規表現の条件)で、[Create condition] (条件を作成) を選択します。

2.

[Create string match condition] (文字列一致条件の作成) ダイアログボックスで、次の値を入力しま
す。
[Name] (名前)
名前を入力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./
です。
[Type] (タイプ)
[Regex match] (正規表現の一致) を選択します。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
指定した文字列が AWS WAF Classic によって検査されるウェブリクエストの部分を選択しま
す。
この例では、[Body] (本文) を選択します。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として
[Body] (本文) を選択した場合、CloudFront によって最初の 8,192 バイトのみが検査のた
めに転送されるため、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが検
査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするには、
サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本文の
長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照して
ください。
[Transformation] (変換)
AWS WAF Classic を回避するために、攻撃者は、空白を追加したり、リクエストの部分また
は全部を URL エンコードしたりするなど、特殊な形式をウェブリクエストで使用します。
[Transformation] (変換) を有効にすることで、ウェブリクエストはより標準的な形式に変換されま
す。そのために、空白が削除されたり、リクエストが URL デコードされたり、攻撃者がよく使用
する特殊な形式の多くが排除されたりします。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
この例では、[None] (なし) を選択します。
Regex patterns to match to request (リクエストに一致する正規表現パターン)
[Create regex pattern set] (正規表現パターンセットを作成) を選択します。
New pattern set name (新しいパターンセット名)
名前を入力し、AWS WAF Classic によって検索される正規表現パターンを指定します。
次に、正規表現として I[a@]mAB[a@]dRequest と入力します。AWS WAFClassic によってウェ
ブリクエストの User-Agent ヘッダーで以下の値が検査されます。
• IamABadRequest
• IamAB@dRequest
• I@mABadRequest
• I@mAB@dRequest
3.

[Create pattern set and add filter] (パターンセットを作成してフィルターを追加) を選択します。

4.

[Create] を選択します。
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ステップ 6: SQL インジェクション一致条件を作成す
る
SQL インジェクション一致条件では、AWS WAF Classic によって悪意のある SQL コードの有無が検査さ
れるウェブリクエストの部分 (ヘッダーやクエリ文字列など) を識別します。攻撃者は SQL クエリを使用
してデータベースからデータを抽出します。このステップでは、SQL インジェクション一致条件を作成し
ます。後のステップで、悪意のある可能性がある SQL コードを含むリクエストを許可するかブロックする
かを指定します。

Note
文字列一致条件の詳細については、「SQL インジェクション一致条件の使用 (p. 273)」を参照
してください。

ステップ 5: SQL インジェクション一致条件を作成するには
1.

[Create conditions] (条件を作成) ページの [SQL injection match conditions] (SQL インジェクション一
致条件) で、[Create condition] (条件を作成) を選択します。

2.

[Create SQL injection match condition] (SQL インジェクション一致条件の作成) ダイアログボックス
で、次の値を入力します。
[Name] (名前)
名前を入力します。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
AWS WAF Classic によって悪意のある SQL コードが検査されるウェブリクエストの部分を選択
します。
この例では、[Query string] (クエリ文字列) を選択します。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として
[Body] (本文) を選択した場合、CloudFront によって最初の 8,192 バイトのみが検査のた
めに転送されるため、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが検
査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするには、
サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本文の
長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照して
ください。
[Transformation] (変換)
この例では、[URL decode] (URL デコード) を選択します。
攻撃者は、AWS WAF Classic を回避するために、URL エンコードなどの特殊な形式を使用しま
す。[URL decode] (URL デコード) オプションを選択すると、AWS WAF Classic によってリクエ
ストが検査される前に、ウェブリクエストでその形式の部分が削除されます。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
3.

[Create] を選択します。

4.

[Next] を選択します。

ステップ 7: (オプション) 追加の条件を作成する
AWS WAF Classic には、次のようなその他の条件が含まれます。
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• サイズ制約条件 - AWS WAF Classic によって長さが検査されるウェブリクエストの部分 (ヘッダーやク
エリ文字列など) を識別します。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照してくだ
さい。
• クロスサイトスクリプティング一致条件 - AWS WAF によって悪意のあるスクリプトの有無が検査され
るウェブリクエストの部分 (ヘッダーやクエリ文字列など) を識別します。詳細については、「クロスサ
イトスクリプティング一致条件の使用 (p. 259)」を参照してください。
この時点で、必要に応じてこれらの条件を作成するか、「ステップ 8: ルールを作成して条件を追加す
る (p. 253)」に進むことができます。

ステップ 8: ルールを作成して条件を追加する
ルールを作成して、AWS WAF Classic によってウェブリクエストで検索される条件を指定します。同じ
ルールに複数の条件を追加すると、そのルールのすべての条件にウェブリクエストが一致した場合にの
み、AWS WAF Classic によってそのルールに基づいてリクエストが許可またはブロックされます。

Note
ルールの詳細については、「ルールの使用 (p. 289)」を参照してください。

ルールを作成して条件を追加するには
1.

[Create rules] (ルールの作成) ページで、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

2.

[Create rule] (ルールの作成) ダイアログボックスで、次の値を入力します。
[Name] (名前)
名前を入力します。
[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名)
AWS WAF Classic によって作成されてルールに関連付けられる CloudWatch メトリクスの名前を
入力します。名前には、英数字のみ (A～Z、a～z、0～9) を使用できます。空白を含めることは
できません。
[Rule type] (ルールタイプ)
[Regular rule] (通常ルール) または [Rate-based rule] (レートベースのルール) を選択します。レー
トベースのルールは通常ルールと同じですが、5 分間に識別された IP アドレスから着信したリ
クエストの数も考慮に入れます。ルールタイプの詳細については、「AWS WAF Classic の仕組
み (p. 243)」を参照してください。この例では、[Regular rule] を選択します。
[Rate limit] (レート制限)
レートベースのルールの場合、ルールの条件に一致する IP アドレスから 5 分間に許可するリクエ
ストの最大数を入力します。

3.

ルールに追加する最初の条件として、次の設定を指定します。
• ウェブリクエストが条件内の設定と一致するかどうかに基づいて、AWS WAF Classic によってリク
エストを許可するかブロックするかを選択します。
この例では、[does] (条件に該当) を選択します。
• ルールに追加する条件のタイプ (IP 一致セット条件、文字列一致セット条件、または SQL インジェ
クション一致セット条件) を選択します。
この例では、[originate from IP addresses in] (次の IP アドレスから発信) を選択します。
• ルールに追加する条件を選択します。
この例では、前のタスクで作成した IP 一致条件を選択します。
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4.

[Add condition] (条件を追加) を選択します。

5.

前に作成した Geo 一致条件を追加します。次の値を指定します。
• [When a request does] (リクエストが条件に該当する場合)
• [originate from a geographic location in] (発生元の地理的場所)
• Geo 一致条件を選択します。

6.

[Add another condition] (別の条件を追加) を選択します。

7.

前に作成した文字列一致条件を追加します。次の値を指定します。
• [When a request does] (リクエストが条件に該当する場合)
• [match at least one of the filters in the string match condition] (文字列一致条件のフィルターの少なく
とも 1 つに一致)
• 文字列一致条件を選択します。

8.

[Add condition] (条件を追加) を選択します。

9.

前に作成した SQL インジェクション一致条件を追加します。次の値を指定します。
• [When a request does] (リクエストが条件に該当する場合)
• [match at least one of the filters in the SQL injection match condition] (SQL インジェクション一致条
件のフィルターの少なくとも 1 つに一致)
• SQL インジェクション一致条件を選択します。

10. [Add condition] (条件を追加) を選択します。
11. 前に作成したサイズ制約条件を追加します。次の値を指定します。
• [When a request does] (リクエストが条件に該当する場合)
• [match at least one of the filters in the size constraint condition] (サイズ制約条件のフィルターの少な
くとも 1 つに一致)
• サイズ制約条件を選択します。
12. 正規表現条件など、他の条件を作成した場合は、同様の方法でそれらの条件を追加します。
13. [Create] を選択します。
14. [Default action] (デフォルトのアクション) で、[Allow all requests that don't match any rules] (ルールに
一致しないすべてのリクエストを許可) を選択します。
15. [Review and create] (確認および作成) を選択します。

ステップ 9: ルールをウェブ ACL に追加する
ルールをウェブ ACL に追加するときは、次の設定を指定します。
• AWS WAF Classic によってルールのすべての条件に一致するウェブリクエストに対して実行されるアク
ション (リクエストの許可、ブロック、またはカウント)。
• ウェブ ACL のデフォルトアクション。これは、ルールのすべての条件に一致しないウェブリクエストに
対して AWS WAF Classic が実行するアクション (リクエストの許可またはブロック) です。
AWS WAF Classic は、次のすべての条件 (およびオプションで追加した他のすべての条件) に一致する
CloudFront ウェブリクエストのブロックを開始します。
• User-Agent ヘッダーの値が BadBot
• (正規表現条件を作成して追加した場合) Body の値がパターン I[a@]mAB[a@]dRequest と一致する 4
つの文字列のいずれか
• リクエストの発生元が 192.0.2.0～192.0.2.255 の範囲の IP アドレス
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• リクエストの送信元が Geo 一致条件で選択した国
• リクエスト内のクエリ文字列に悪意のある可能性がある SQL コードが含まれる
AWS WAF Classic は、これらの 3 つのすべての条件に一致しないリクエストに CloudFront が応答するこ
とを許可します。

ステップ 10: リソースをクリーンアップする
これでチュートリアルは完了です。アカウントで AWS WAF Classic の追加料金が発生しないようにする
には、作成した AWS WAF Classic オブジェクトをクリーンアップする必要があります。または、許可、
ブロック、カウントするウェブリクエストに合わせて設定を変更することもできます。

Note
AWS では通常、このチュートリアルで作成するリソースに対して 1 日あたり 0.25 USD 以下の料
金が発生します。終了したら、不要な料金が発生しないようにリソースを削除することをお勧め
します。

AWS WAF Classic の料金が発生するオブジェクトを削除するには
1.

CloudFront ディストリビューションからウェブ ACL の関連付けを解除します。
a.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示された
ら、それを選択します。

2.

3.

4.

b.

削除するウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含む
ページが開きます。

c.

右ペインの [Rules] (ルール) タブで、[AWS resources using this web ACL] (このウェブ ACL を使
用する AWS リソース) セクションに移動します。ウェブ ACL を関連付けた CloudFront ディスト
リビューションに対して、[Type] (タイプ) 列の [x] を選択します。

ルールから条件を削除する:
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

チュートリアルで作成したルールを選択します。

c.

[Edit rule] (ルールの編集) を選択します。

d.

各条件見出しの右にある [x] を選択します。

e.

[Update] (更新) を選択します。

ウェブ ACL からルールを削除し、ウェブ ACL を削除する:
a.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

b.

チュートリアルで作成したウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ
ACL の詳細を含むページが開きます。

c.

[Rules] (ルール) タブで、[Edit web ACL] (ウェブ ACL を編集) を選択します。

d.

各ルール見出しの右にある [x] を選択します。

e.

[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete web ACL] (ウェブ ACL を削除) を選択します。

ルールを削除する:
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

チュートリアルで作成したルールを選択します。

c.

[削除] を選択します。
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d.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

AWS WAF Classic では、条件に対して料金は発生しませんが、クリーンアップを完了するには、次の手順
を実行して条件からフィルターを削除し、条件を削除します。

フィルターと条件を削除するには
1.

2.

3.

4.

5.

IP 一致条件で IP アドレス範囲を削除し、IP 一致条件を削除します。
a.

AWS WAF Classic コンソールのナビゲーションペインで、[IP addresses] (IP アドレス) を選択し
ます。

b.

チュートリアルで作成した IP 一致条件を選択します。

c.

追加した IP アドレス範囲のチェックボックスをオンにします。

d.

[Delete IP address or range] (IP アドレスまたは範囲を削除) を選択します。

e.

[IP match conditions] (IP 一致条件) ペインで、[Delete] (削除) を選択します。

f.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

SQL インジェクションでフィルターを削除し、SQL インジェクション一致条件を削除する:
a.

ナビゲーションペインで、[SQL injection] (SQL インジェクション) を選択します。

b.

チュートリアルで作成した SQL インジェクション一致条件を選択します。

c.

追加したフィルターのチェックボックスをオンにします。

d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

e.

[SQL injection match conditions] (SQL インジェクション一致条件) ペインで、[Delete] (削除) を選
択します。

f.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

文字列一致条件でフィルターを削除し、文字列一致条件を削除します。
a.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択しま
す。

b.

チュートリアルで作成した文字列一致条件を選択します。

c.

追加したフィルターのチェックボックスをオンにします。

d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

e.

[String match conditions] (文字列一致条件) ペインで、[Delete] (削除) を選択します。

f.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

フィルターを作成した場合は、正規表現一致条件でフィルタを削除してから、正規表現一致条件を削
除します。
a.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択しま
す。

b.

チュートリアルで作成した正規表現一致条件を選択します。

c.

追加したフィルターのチェックボックスをオンにします。

d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

e.

[Regex match conditions] (正規表現一致条件) ペインで、[Delete] (削除) を選択します。

f.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

サイズ制約条件でフィルターを削除し、サイズ制約条件を削除します。
a.

ナビゲーションペインで、[Size constraints] (サイズ制約) を選択します。

b.

チュートリアルで作成したサイズ制約条件を選択します。

c.

追加したフィルターのチェックボックスをオンにします。

d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。
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[Size constraint conditions] (サイズ制約の条件) ペインで、[Delete] (削除) を選択します。

f.

[Delete] (削除) のダイアログボックスで、再度 [Delete] (削除) を選択して確認します。

ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL)
の作成と設定
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) を使用すると、Amazon API Gateway API、Amazon
CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer が応答するウェブリクエストをき
め細かく制御できます。次の種類のリクエストを許可またはブロックすることができます。
• 特定の IP アドレスまたは IP アドレス範囲が送信元である
• 特定の国が送信元である
• リクエストの特定の部分が、指定した文字列を含むか、正規表現パターンと一致する
• 指定した長さを超えている
• 悪意のある SQL コード (通称 SQL インジェクション) が含まれている可能性がある
• 悪意のあるスクリプト (通称クロスサイトスクリプティング) が含まれている可能性がある
また、これらの条件の組み合わせをテストしたり、指定された条件を満たすだけでなく、5 分間にわたっ
て指定された数のリクエストを超えるウェブリクエストをブロックまたはカウントすることもできます。
コンテンツへのアクセスを許可またはブロックするリクエストを選り分けるには、次のタスクを実行しま
す。
1. ウェブリクエストが指定条件のいずれとも一致しない場合のデフォルトアクション (許可またはブロッ
ク) を選択します。詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 297)」を参照
してください。
2. リクエストを許可またはブロックする条件を指定します。
• 悪意のあるスクリプトが含まれている可能性があるかどうかに基づいてリクエストを許可またはブ
ロックするには、クロスサイトスクリプティング一致条件を作成します。詳細については、「クロス
サイトスクリプティング一致条件の使用 (p. 259)」を参照してください。
• 送信元の IP アドレスに基づいてリクエストを許可またはブロックするには、IP 一致条件を作成しま
す。詳細については、「IP 一致条件の使用 (p. 264)」を参照してください。
• 送信元の国に基づいてリクエストを許可またはブロックするには、Geo 一致条件を作成します。詳細
については、「Geo (地理的) 一致条件の使用 (p. 266)」を参照してください。
• 指定した長さを超えているかどうかに基づいてリクエストを許可またはブロックするには、サイズ制
約条件を作成します。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照してください。
• 悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるかどうかに基づいてリクエストを許可またはブ
ロックするには、SQL インジェクション一致条件を作成します。詳細については、「SQL インジェ
クション一致条件の使用 (p. 273)」を参照してください。
• 含まれている文字列に基づいてリクエストを許可またはブロックするには、文字列一致条件を作成し
ます。詳細については、「文字列一致条件の使用 (p. 278)」を参照してください。
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• リクエストに含まれる正規表現パターンと一致する文字列に基づいてリクエストを許可または
ブロックするには、正規表現一致条件を作成します。詳細については、「正規表現一致条件の使
用 (p. 284)」を参照してください。
3. 条件を 1 つまたは複数のルールに追加します。複数の条件を同じルールに追加した場合、そのルールに
基づいて AWS WAF Classic で許可またはブロックするウェブリクエストは、すべての条件に該当して
いる必要があります。詳細については、「ルールの使用 (p. 289)」を参照してください。必要に応じ
て、通常のルールの代わりにレートベースのルールを使用して、条件を満たす IP アドレスからのリク
エスト数を制限できます。
4. ルールをウェブ ACL に追加します。ルールごとに、追加した条件に基づいて AWS WAF Classic でリ
クエストを許可するかブロックするかを指定します。複数のルールをウェブ ACL に追加した場合は、
ウェブ ACL にリストアップされた順に AWS WAF Classic でルールが評価されます。詳細については、
「ウェブ ACL の使用 (p. 297)」を参照してください。
新しいルールを追加したり、既存のルールを更新したりすると、該当するすべてのウェブ ACL および
リソースでそれらの変更がアクティブになるまでに、最大 1 分かかることがあります。
トピック
• 条件の使用 (p. 258)
• ルールの使用 (p. 289)
• ウェブ ACL の使用 (p. 297)

条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
リクエストを許可またはブロックする場合に条件を指定します。
• 悪意のあるスクリプトが含まれている可能性があるかどうかに基づいてリクエストを許可またはブロッ
クするには、クロスサイトスクリプティング一致条件を作成します。詳細については、「クロスサイト
スクリプティング一致条件の使用 (p. 259)」を参照してください。
• 送信元の IP アドレスに基づいてリクエストを許可またはブロックするには、IP 一致条件を作成しま
す。詳細については、「IP 一致条件の使用 (p. 264)」を参照してください。
• 送信元の国に基づいてリクエストを許可またはブロックするには、Geo 一致条件を作成します。詳細に
ついては、「Geo (地理的) 一致条件の使用 (p. 266)」を参照してください。
• 指定した長さを超えているかどうかに基づいてリクエストを許可またはブロックするには、サイズ制約
条件を作成します。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照してください。
• 悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるかどうかに基づいてリクエストを許可またはブロッ
クするには、SQL インジェクション一致条件を作成します。詳細については、「SQL インジェクション
一致条件の使用 (p. 273)」を参照してください。
• 含まれている文字列に基づいてリクエストを許可またはブロックするには、文字列一致条件を作成しま
す。詳細については、「文字列一致条件の使用 (p. 278)」を参照してください。
• リクエストに含まれる正規表現パターンと一致する文字列に基づいてリクエストを許可またはブロック
するには、正規表現一致条件を作成します。詳細については、「正規表現一致条件の使用 (p. 284)」を
参照してください。
トピック
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• クロスサイトスクリプティング一致条件の使用 (p. 259)
• IP 一致条件の使用 (p. 264)
• Geo (地理的) 一致条件の使用 (p. 266)
• サイズ制約条件の使用 (p. 268)
• SQL インジェクション一致条件の使用 (p. 273)
• 文字列一致条件の使用 (p. 278)
• 正規表現一致条件の使用 (p. 284)

クロスサイトスクリプティング一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
攻撃者は、ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用するために、ウェブリクエスト内にスクリプトを挿入
する場合があります。1 つ以上のクロスサイトスクリプティング一致条件を作成し、悪意のあるスクリプ
トが含まれている可能性があるウェブリクエスト部分 (URI やクエリ文字列など) を特定して AWS WAF
Classic で検査できます。後でウェブ ACL を作成するときに、悪意のあるスクリプトが含まれている可能
性があるリクエストを許可するかブロックするかを指定します。
トピック
• クロスサイトスクリプティング一致条件の作成 (p. 259)
• クロスサイトスクリプティング一致条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 260)
• クロスサイトスクリプティング一致条件のフィルターの追加と削除 (p. 262)
• クロスサイトスクリプティング一致条件の削除 (p. 263)

クロスサイトスクリプティング一致条件の作成
クロスサイトスクリプティング一致条件を作成する場合は、フィルターを指定します。フィルター
は、AWS WAF Classic で悪意のあるスクリプトを検査するウェブリクエスト部分 (URI やクエリ文字列な
ど) を指定します。クロスサイトスクリプティング一致条件には複数のフィルターを追加できます。条件
ごとに 1 つのフィルターを設定することもできます。2 つの設定間では AWS WAF Classic の動作が以下
のように異なります。
• クロスサイトスクリプティング一致条件ごとに複数のフィルター (推奨) - 複数のフィルターを含むクロ
スサイトスクリプティング一致条件をルールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加した場合、ウェ
ブリクエストがクロスサイトスクリプティング一致条件のフィルターのいずれかに該当すると、AWS
WAF Classic ではその条件に基づいてリクエストを許可またはブロックします。
例えば、1 つのクロスサイトスクリプティング一致条件を作成し、その条件に 2 つのフィルターを含
めたとします。1 つのフィルターは AWS WAF Classic に悪意のあるスクリプトがないか URI を検査す
るように指示し、もう 1 つは AWS WAF Classic にクエリ文字列を検査するように指示します。AWS
WAFこの場合、URI またはクエリ文字列のいずれかに悪意のあるスクリプトが含まれている可能性があ
れば、Classic はリクエストを許可またはブロックします。
• クロスサイトスクリプティング一致条件ごとに 1 つのフィルター - 個別のクロスサイトスクリプティン
グ一致条件をルールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加した場合は、ウェブリクエストがすべて
の条件に該当したときに限り、AWS WAF Classic はこれらの条件に基づいてリクエストを許可またはブ
ロックします。
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2 つの条件を作成し、各条件に前の例で示した 2 つのフィルターの 1 つを別個に含めたとします。両方
の条件を同じルールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加した場合は、URI とクエリ文字列の両方
に悪意のあるスクリプトが含まれている可能性がある場合に限り、AWS WAF Classic はリクエストを許
可またはブロックします。

Note
クロスサイトスクリプティング一致条件をルールに追加するときに、悪意のあるスクリプトが含
まれていない可能性があるウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS WAF Classic
を設定することもできます。

クロスサイトスクリプティング一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Cross-site scripting] (クロスサイトスクリプティング) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「クロスサイトスクリプティング一致条件
の作成時または編集時に指定する値 (p. 260)」を参照してください。

5.

[Add another filter] (別のフィルターを追加) を選択します。

6.

別のフィルターを追加する場合は、ステップ 4〜5 を繰り返します。

7.

フィルターの追加が完了したら、[Create] (作成) を選択します。

クロスサイトスクリプティング一致条件の作成時または編集時に指定する値
クロスサイトスクリプティング一致条件を作成または更新するときに、次の値を指定します。
[Name] (名前)
クロスサイトスクリプティング一致条件の名前。
名前に使用できるのは A～Z、a～z、0～9 の英数字と特殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条件の
名前は変更できません。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
AWS WAF Classic で悪意のあるスクリプトを検査する先の各ウェブリクエスト内の部分を選択しま
す。
[Header] (ヘッダー)
指定したリクエストヘッダー (User-Agent や Referer など)。[Header] (ヘッダー) を選択した
場合は、[Header] (ヘッダー) フィールドにヘッダー名を指定します。
[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイ
プを示す HTTP メソッド。CloudFront がサポートしているメソッド
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT です。
[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合)。
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Note
クロスサイトスクリプティングの一致条件については、[Part of the request to filter on]
(フィルタリングするリクエストの一部) に [Query string] (クエリ文字列) ではなく、[All
query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ)) を選択することを
お勧めします。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Transformation] (変換) が指定されていない場合、URI は正規化されず、AWS がリクエストの一
部としてクライアントから受信するときに検査します。[Transformation] (変換) が指定されている
場合、URI はその指定に従って形式が再設定されます。
[Body] (本文)
リクエスト内で、HTTP リクエストの本文としてウェブサーバーに送信する追加データ (フォーム
のデータなど) を含む部分。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として [Body]
(本文) を選択した場合、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが
検査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするに
は、サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本
文の長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照
してください。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ))
クエリ文字列の一部として定義されているすべてのパラメータです。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」である場合、UserName または
SalesRegion パラメータにフィルターを追加できます。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) を選択する場合は、[Query
parameter name] (クエリパラメータ名) も指定します。これは検査するクエリ文字列のパラメー
タです (UserName や SalesRegion など)。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) の最大
長は 30 文字です。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) では、大文字と小文字は区別
されません。例えば、UserName を [Query parameter name] (クエリパラメータ名) として指定す
ると、username や UsERName など UserName のすべてのバリエーションに一致します。
[All query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ))
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) に似ていますが、単一
のパラメータの値を検査するのではなく、クエリ文字列内のすべてのパラメータの値が AWS
WAF Classic によって悪意のあるスクリプトが含まれていないか検査されます。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」の場合、[All query parameters (values
only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ)) を選択すると、UserName または SalesRegion のい
ずれかの値に悪意のある可能性があるスクリプトが含まれている場合、AWS WAF Classic によっ
て一致がトリガーされます。
[Header] (ヘッダー)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Header] (ヘッダー) を
選択した場合は、一般的なヘッダーのリストからヘッダーを選択するか、AWS WAF Classic で悪意の
あるスクリプトを検査する先のヘッダー名を入力します。
[Transformation] (変換)
変換では、AWS WAF Classic によってリクエストが検査される前に、ウェブリクエストを再フォー
マットします。これにより、攻撃者が AWS WAF Classic をバイパスしようとしてウェブリクエスト
内で使用する通常と異なるフォーマットの一部が排除されます。
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1 種類のテキスト変換しか指定できません。
変換では次の操作を実行できます。
[None] (なし)
AWS WAF Classic は、[Value to match] (一致する値) の文字列を検査する前にウェブリクエスト
のテキスト変換を行いません。
[Convert to lowercase] (小文字に変換)
AWS WAF Classic は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[HTML decode] (HTML デコード)
AWS WAF Classic は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。
• &quot; を & に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペースに置き換えます。
• &lt; を < に置き換えます。
• &gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
[Normalize white space] (空白の正規化)
AWS WAF Classic は、次の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
さらに、このオプションでは複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
[Simplify command line] (コマンドラインを簡素化)
オペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドが含まれているリクエストの場合、この
オプションを使用して次の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[URL decode] (URL デコード)
URL エンコードされたリクエストをデコードします。

クロスサイトスクリプティング一致条件のフィルターの追加と削除
クロスサイトスクリプティング一致条件のフィルターを追加または削除できます。フィルターを変更する
には、新しいフィルターを追加して古いフィルターを削除します。
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クロスサイトスクリプティング一致条件のフィルターを追加または削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Cross-site scripting] (クロスサイトスクリプティング) を選択します。

3.

フィルターを追加または削除する対象の条件を選択します。

4.

フィルターを追加するには、次のステップを実行します。

5.

a.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

b.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「クロスサイトスクリプティング一致
条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 260)」を参照してください。

c.

[Add] (追加) を選択します。

フィルターを削除するには、次のステップを実行します。
a.

削除するフィルターを選択します。

b.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

クロスサイトスクリプティング一致条件の削除
クロスサイトスクリプティング一致条件を削除するには、最初にその条件からすべてのフィルターを削除
し、その条件を使用しているすべてのルールから条件自体を削除します。次に手順を示します。

クロスサイトスクリプティング一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Cross-site scripting] (クロスサイトスクリプティング) を選択します。

3.

[Cross-site scripting match conditions] (クロスサイトスクリプティング一致条件) ペインで、削除する
クロスサイトスクリプティング一致条件を選択します。

4.

右ペインで、[Associated rules] (関連付けられたルール) タブを選択します。
このクロスサイトスクリプティング一致条件を使用しているルールのリストが空の場合は、ステッ
プ 6 に進みます。リストにルールが含まれている場合は、ルールを書き留めて、ステップ 5 に進みま
す。

5.

6.

クロスサイトスクリプティング一致条件を使用しているルールから、この条件を削除するには、次の
ステップを実行します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除するクロスサイトスクリプティング一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右ペインで、ルールから削除するクロスサイトスクリプティング一致条件を選択し、[Remove
selected condition] (選択した条件を削除) を選択します。

d.

削除するクロスサイトスクリプティング一致条件を使用しているすべての残りのルールに対して
ステップ b とステップ c を繰り返します。

e.

ナビゲーションペインで、[Cross-site scripting] (クロスサイトスクリプティング) を選択します。

f.

[Cross-site scripting match conditions] (クロスサイトスクリプティング一致条件) ペインで、削除
するクロスサイトスクリプティング一致条件を選択します。

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。
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IP 一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
リクエストの送信元の IP アドレスに基づいてウェブリクエストを許可またはブロックする場合は、IP 一
致条件を作成します。IP 一致条件は、リクエストの送信元の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を 10,000
件までリストアップします。後でウェブ ACL を作成するときに、これらの IP アドレスからのリクエスト
を許可するかブロックするかを指定します。
トピック
• IP 一致条件の作成 (p. 264)
• IP 一致条件の編集 (p. 265)
• IP 一致条件の削除 (p. 265)

IP 一致条件の作成
リクエストの送信元の IP アドレスに基づいて許可またはブロックするウェブリクエストを選り分けるに
は、許可する IP アドレス用に 1 つの IP 一致条件を作成し、ブロックする IP アドレス用に別の IP 一致条
件を作成します。

Note
IP 一致条件をルールに追加するときに、条件で指定した IP アドレスが送信元ではないウェブリ
クエストを許可またはブロックするように AWS WAF Classic を設定できます。

IP 一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[IP addresses] (IP アドレス) を選択します。
[Create condition] (条件を作成) を選択します。
[Name] (名前) フィールドに名前を入力します。
名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条
件の名前は変更できません。

5.

正しい IP バージョンを選択し、IP アドレスまたは IP アドレス範囲を CIDR 表記で指定します。次に
例を示します。
• IPv4 アドレス 192.0.2.44 を指定するには、192.0.2.44/32 と入力します。
• IPv6 アドレス 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c を指定するには、0:0:0:0:0:ffff:c000:22c/128 と入力します。
• IPv4 アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 を指定するには、192.0.2.0/24 と入力します。
• IPv6 アドレス範囲の 2620:0:2d0:200:0:0:0:0～2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff を指定するに
は、2620:0:2d0:200::/64 と入力します。
AWS WAF Classic は IPv4 アドレス範囲: /8、および /16 から /32 までの範囲をサポートしていま
す。AWS WAFClassic は IPv6 アドレス範囲: /24、/32、/48、/56、/64、および /128 をサポートして
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います。CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(クラスレス
ドメイン間ルーティング) を参照してください。
6.

[Add another IP address or range] (別の IP アドレスまたは範囲を追加) を選択します。

7.

別の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を追加する場合は、ステップ 5〜6 を繰り返します。

8.

値の追加が終了したら、[Create IP match condition] (IP 一致条件を作成) を選択します。

IP 一致条件の編集
IP 一致条件の IP アドレス範囲を追加または削除できます。範囲を変更するには、新しい範囲を追加して
古い範囲を削除します。

IP 一致条件を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[IP addresses] (IP アドレス) を選択します。

3.

[IP match conditions] (IP 一致条件) ペインで、編集する IP 一致条件を選択します。

4.

IP アドレス範囲を追加するには:
a.

ナビゲーションペインで、[Add IP address or range] (IP アドレスまたは範囲を追加) を選択しま
す。

b.

正しい IP バージョンを選択し、IP アドレス範囲を CIDR 表記で入力します。次に例を示しま
す。
• IPv4 アドレス 192.0.2.44 を指定するには、192.0.2.44/32 と入力します。
• IPv6 アドレス 0:0:0:0:0:ffff:c000:22c を指定するには、0:0:0:0:0:ffff:c000:22c/128 と入力しま
す。
• IPv4 アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 を指定するには、192.0.2.0/24 と入力します。
• IPv6 アドレス範囲の 2620:0:2d0:200:0:0:0:0～2620:0:2d0:200:ffff:ffff:ffff:ffff を指定するに
は、2620:0:2d0:200::/64 と入力します。
AWS WAF Classic は IPv4 アドレス範囲: /8、および /16 から /32 までの範囲をサポートしていま
す。AWS WAFClassic は IPv6 アドレス範囲: /24、/32、/48、/56、/64、および /128 をサポート
しています。CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」(ク
ラスレスドメイン間ルーティング) を参照してください。

5.

c.

IP アドレスをさらに追加するには、[Add another IP address] (別の IP アドレスの追加) を選択し
て、その値を入力します。

d.

[Add] (追加) を選択します。

IP アドレスまたは IP アドレス範囲を削除するには:
a.

右ペインで、削除する値を選択します。

b.

[Delete IP address or range] (IP アドレスまたは範囲を削除) を選択します。

IP 一致条件の削除
IP 一致条件を削除するには、最初にすべての IP アドレスおよび IP アドレス範囲を条件から削除し、その
条件を使用しているすべてのルールから条件自体を削除します。次に手順を示します。
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IP 一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[IP addresses] (IP アドレス) を選択します。

3.

[IP match conditions] (IP 一致条件) ペインで、削除する IP 一致条件を選択します。

4.

右ペインで、[Rules] (ルール) タブを選択します。
この IP 一致条件を使用しているルールのリストが空の場合は、ステップ 6 に進みます。リストにルー
ルが含まれている場合は、ルールを書き留めて、ステップ 5 に進みます。

5.

6.

IP 一致条件を使用しているルールから、この条件を削除するには、次のステップを実行します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除する IP 一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右ペインで、ルールから削除する IP 一致条件を選択し、[Remove selected condition] (選択した
条件を削除) を選択します。

d.

削除する IP 一致条件を使用しているすべての残りのルールに対してステップ b とステップ c を
繰り返します。

e.

ナビゲーションペインで、[IP match conditions] (IP 一致条件) を選択します。

f.

[IP match conditions] (IP 一致条件) ペインで、削除する IP 一致条件を選択します。

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。

Geo (地理的) 一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
リクエスト送信元の国に基づいてウェブリクエストを許可またはブロックする場合は、Geo 一致条件を作
成します。Geo 一致条件は、リクエスト送信元の国のリストを返します。後でウェブ ACL を作成すると
きに、それらの国からのリクエストを許可するかブロックするかを指定します。
Geo 一致条件を他の AWS WAF Classic 条件またはルールと共に使用して、高度なフィルターを作成でき
ます。例えば、特定の国をブロックするがその国の特定の IP アドレスを許可する場合は、Geo 一致条件
と IP 一致条件を含むルールを作成できます。その国から送信され、かつ承認済みの IP アドレスと一致し
ないリクエストをブロックするようにルールを設定します。別の例として、特定の国のユーザーのリソー
スを優先させる場合は、2 つの異なるレートベースのルールに Geo 一致条件を含めることができます。優
先させる国のユーザーのレート制限をより高く設定し、他のすべてのユーザーのレート制限をより低く設
定します。

Note
CloudFront Geo 制限機能を使用して、特定の国からのお客様のコンテンツへのアクセスをブロッ
クしている場合、その国からのリクエストはブロックされ、AWS WAF Classic に転送されませ
ん。したがって、地理的場所に加えて他の AWS WAF Classic 条件に基づいてリクエストを許可
またはブロックする場合は、CloudFront Geo 制限機能を使用しないでください。代わりに AWS
WAF Classic の Geo 一致条件を使用する必要があります。
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トピック
• Geo 一致条件の作成 (p. 267)
• Geo 一致条件の編集 (p. 267)
• Geo 一致条件の削除 (p. 268)

Geo 一致条件の作成
リクエスト送信元の国に基づいて許可またはブロックするウェブリクエストを選り分けるには、許可する
国用に 1 つの Geo 一致条件を作成し、ブロックする国用に別の Geo 一致条件を作成します。

Note
Geo 一致条件をルールに追加するときに、条件で指定した国が送信元ではないウェブリクエスト
を許可またはブロックするように AWS WAF Classic を設定することもできます。

Geo 一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Geo match] (Geo 一致) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

[Name] (名前) フィールドに名前を入力します。
名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条
件の名前は変更できません。

5.

[Region] (リージョン) を選択します。

6.

[Location type] (場所のタイプ) と国を選択します。現時点では、[Location type] (場所のタイプ) は
[Country] (国) にのみ設定できます。

7.

[Add location] (場所を追加) を選択します。

8.

[Create] を選択します。

Geo 一致条件の編集
Geo 一致条件に対して国を追加したり削除したりできます。

Geo 一致条件を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Geo match] (Geo 一致) を選択します。

3.

[Geo match conditions] (Geo 一致条件) ペインで、編集する Geo 一致条件を選択します。

4.

国を追加するには:
a.

右側のペインで、[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

b.

[Location type] (場所のタイプ) と国を選択します。現時点では、[Location type] (場所のタイプ) は
[Country] (国) にのみ設定できます。
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c.
5.

[Add] (追加) を選択します。

国を削除するには:
a.

右ペインで、削除する値を選択します。

b.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

Geo 一致条件の削除
Geo 一致条件を削除するには、まずその条件からすべての国を削除し、その条件を使用しているすべての
ルールから条件自体を削除します。その手順を次に示します。

Geo 一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

3.

Geo 一致条件を使用しているルールからその条件を削除します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除する Geo 一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右側のペインで、[Edit rule] (ルールを編集) を選択します。

d.

削除する条件の横にある [X] を選択します。

e.

[Update] (更新) を選択します。

f.

削除する Geo 一致条件を使用している残りのすべてのルールに対してこの同じ手順を繰り返しま
す。

削除する条件からフィルターを削除します。
a.

ナビゲーションペインで、[Geo match] (Geo 一致) を選択します。

b.

削除する Geo 一致条件の名前を選択します。

c.

右側のペインで、[Filter] (フィルター) の横にあるチェックボックスをオンにして、すべてのフィ
ルターを選択します。

d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[Geo match] (Geo 一致) を選択します。

5.

[Geo match conditions] (Geo 一致条件) ペインで、削除する Geo 一致条件を選択します。

6.

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。

サイズ制約条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
指定したウェブリクエスト部分の長さに基づいてリクエストを許可またはブロックする場合は、サイズ制
約条件を作成します。サイズ制約条件では、AWS WAF Classic で検査するウェブリクエスト部分、AWS
WAF Classic で探すバイト数、および演算子 (より大きい (>)、より小さい (<) など) を識別します。例え
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ば、サイズ制約条件を使用して 100 バイトよりも長いクエリ文字列を探すことができます。後でウェブ
ACL を作成するときに、これらの設定に基づいてリクエストを許可するかブロックするかを指定します。
リクエストボディを検査する方法として、例えば、本文内の指定した文字列を検索するように AWS WAF
Classic を設定すると、AWS WAF Classic は最初の 8192 バイト (8 KB) のみを検査します。ウェブリクエ
ストの本文が 8192 バイトを超えない場合は、サイズ制約条件を作成して、8192 バイトを超える本文を持
つリクエストをブロックできます。
トピック
• サイズ制約条件の作成 (p. 269)
• サイズ制約条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 270)
• サイズ制約条件のフィルターの追加と削除 (p. 272)
• サイズ制約条件の削除 (p. 273)

サイズ制約条件の作成
サイズ制約条件を作成するときに、ウェブリクエスト部分を絞り込むフィルターを指定し、その部分の長
さを AWS WAF Classic で評価できるようにします。サイズ制約条件には複数のフィルターを追加できま
す。条件ごとに 1 つのフィルターを設定することもできます。2 つの設定間では AWS WAF Classic の動
作が以下のように異なります。
• サイズ制約条件ごとに 1 つのフィルター - 個別のサイズ制約条件をルールに追加し、そのルールを
ウェブ ACL に追加した場合は、ウェブリクエストがすべての条件に一致したときに限り、AWS WAF
Classic はこれらの条件に基づいてリクエストを許可またはブロックします。
例えば、2 つの条件を作成するとします。1 つの条件は、クエリ文字列が 100 バイトを超えるウェブリ
クエストに一致します。もう 1 つの条件は、リクエストボディが 1024 バイトを超えるウェブリクエス
トに一致します。両方の条件を同じルールに追加して、そのルールをウェブ ACL に追加すると、両方の
条件が該当した場合に限り、AWS WAF Classic はリクエストを許可またはブロックします。
• サイズ制約条件ごとに複数のフィルター - 複数のフィルターを含むサイズ制約条件をルールに追加し
て、そのルールをウェブ ACL に追加した場合は、ウェブリクエストがサイズ制約条件のいずれかのフィ
ルターに一致するだけで、AWS WAF Classic はその条件に基づいてリクエストを許可またはブロックし
ます。
条件を 1 つだけ作成して、その条件に前の例と同じ 2 つのフィルターを含めたとします。AWS WAFこ
の場合、クエリ文字列が 100 バイトを超えているか、リクエストボディが 1024 バイトを超えている
と、Classic はリクエストを許可またはブロックします。

Note
サイズ制約条件をルールに追加するときに、条件の値と一致しないリクエストを許可またはブ
ロックするように AWS WAF Classic を設定することもできます。

サイズ制約条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Size constraints] (サイズ制約) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「サイズ制約条件の作成時または編集時に
指定する値 (p. 270)」を参照してください。
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5.

[Add another filter] (別のフィルターを追加) を選択します。

6.

別のフィルターを追加する場合は、ステップ 4〜5 を繰り返します。

7.

フィルターの追加が完了したら、[Create size constraint condition] (サイズ制約の条件を作成) を選択
します。

サイズ制約条件の作成時または編集時に指定する値
サイズ制約条件を作成または更新するときに、次の値を指定します。
[Name] (名前)
サイズ制約条件の名前を入力します。
名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条
件の名前は変更できません。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
AWS WAF Classic で長さを評価する各ウェブリクエスト内の部分を選択します。
[Header] (ヘッダー)
指定したリクエストヘッダー (User-Agent や Referer など)。[Header] (ヘッダー) を選択した
場合は、[Header] (ヘッダー) フィールドにヘッダー名を指定します。
[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイ
プを示す HTTP メソッド。CloudFront がサポートしているメソッド
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT です。
[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合)。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Transformation] (変換) が指定されていない場合、URI は正規化されず、AWS がリクエストの一
部としてクライアントから受信するときに検査します。[Transformation] (変換) が指定されている
場合、URI はその指定に従って形式が再設定されます。
[Body] (本文)
リクエスト内で、HTTP リクエストの本文としてウェブサーバーに送信する追加データ (フォーム
のデータなど) を含む部分。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ))
クエリ文字列の一部として定義されているすべてのパラメータです。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」である場合、UserName または
SalesRegion パラメータにフィルターを追加できます。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) を選択する場合は、[Query
parameter name] (クエリパラメータ名) も指定します。これは検査するクエリ文字列のパラ
メータです (UserName など)。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) の最大長は 30
文字です。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) では、大文字と小文字は区別されま
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せん。例えば、UserName を [Query parameter name] (クエリパラメータ名) として指定する
と、username や UsERName など UserName のすべてのバリエーションに一致します。
[All query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ))
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) に似ていますが、単
一のパラメータの値を検査するのではなく、クエリ文字列内のすべてのパラメータの値が
AWS WAF Classic によってサイズ制約を検査されます。例えば、URL が「www.xyz.com?
UserName=abc&SalesRegion=seattle」の場合、[All query parameters (values only)] (すべてのク
エリパラメータ (値のみ)) を選択すると、UserName or SalesRegion のいずれかの値が指定され
たサイズを超過している場合、AWS WAF Classic によって一致がトリガーされます。
[Header] (ヘッダー) ([Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) が [Header]
(ヘッダー) の場合のみ)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Header] (ヘッダー) を
選択した場合は、一般的なヘッダーのリストからヘッダーを選択するか、AWS WAF Classic で長さを
評価する ヘッダー名を入力します。
比較演算子
[Size] (サイズ) で指定した値に対して、AWS WAF Classic でウェブリクエスト内のクエリ文字列の長
さを評価する方法を選択します。
例えば、[Comparison operator] (比較演算子) として [Is greater than] (次よりも大きい) を選択
し、[Size] (サイズ) として 100 と入力すると、AWS WAF Classic はウェブリクエスト内の 100 バイ
トを超えるクエリ文字列を評価します。
サイズ
AWS WAF Classic で監視するクエリ文字列の長さ (バイト単位) を入力します。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値に [URI] を選択し
た場合、URI の / は 1 文字としてカウントされます。例えば、URI パスの /logo.jpg は 9
文字の長さになります。
[Transformation] (変換)
変換では、AWS WAF Classic がリクエストの指定部分の長さを評価する前にウェブリクエストを再
フォーマットします。これにより、攻撃者が AWS WAF Classic をバイパスしようとしてウェブリク
エスト内で使用する通常と異なるフォーマットの一部が排除されます。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Body] (本文)
を選択した場合、最初の 8192 バイトのみが検査対象として転送されるため、AWS WAF
Classic で変換を設定することはできません。ただし、HTTP リクエストボディのサイズに
基づいてトラフィックをフィルタして、[None] (なし) の変換を指定することはできます。
(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本文の長さを取得します)。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
変換では次の操作を実行できます。
[None] (なし)
AWS WAF Classic は、長さを確認する前にウェブリクエストのテキスト変換を行いません。
[Convert to lowercase] (小文字に変換)
AWS WAF Classic は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
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[HTML decode] (HTML デコード)
AWS WAF Classic は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。
• &quot; を & に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペースに置き換えます。
• &lt; を < に置き換えます。
• &gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
[Normalize white space] (空白の正規化)
AWS WAF Classic は、次の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
さらに、このオプションでは複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
[Simplify command line] (コマンドラインを簡素化)
オペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドが含まれているリクエストの場合、この
オプションを使用して次の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[URL decode] (URL デコード)
URL エンコードされたリクエストをデコードします。

サイズ制約条件のフィルターの追加と削除
サイズ制約条件のフィルターを追加または削除できます。フィルターを変更するには、新しいフィルター
を追加して古いフィルターを削除します。

サイズ制約条件のフィルターを追加または削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Size constraint] (サイズ制約) を選択します。

3.

フィルターを追加または削除する対象の条件を選択します。

4.

フィルターを追加するには、次のステップを実行します。
272

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
条件の使用

5.

a.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

b.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「サイズ制約条件の作成時または編集
時に指定する値 (p. 270)」を参照してください。

c.

[Add] (追加) を選択します。

フィルターを削除するには、次のステップを実行します。
a.

削除するフィルターを選択します。

b.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

サイズ制約条件の削除
サイズ制約条件を削除するには、最初にその条件からすべてのフィルターを削除し、その条件を使用して
いるすべてのルールから条件自体を削除します。次に手順を示します。

サイズ制約条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[Size constraints] (サイズ制約) を選択します。

3.

[Size constraint conditions] (サイズ制約の条件) ペインで、削除するサイズ制約の条件を選択します。

4.

右ペインで、[Associated rules] (関連付けられたルール) タブを選択します。
このサイズ制約条件を使用しているルールのリストが空の場合は、ステップ 6 に進みます。リストに
ルールが含まれている場合は、ルールを書き留めて、ステップ 5 に進みます。

5.

6.

サイズ制約条件を使用しているルールから、この条件を削除するには、次のステップを実行します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除するサイズ制約条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右ペインで、ルールから削除するサイズ制約条件を選択し、[Remove selected condition] (選択し
た条件を削除) を選択します。

d.

削除するサイズ制約条件を使用しているすべての残りのルールに対してステップ b とステップ c
を繰り返します。

e.

ナビゲーションペインで、[Size constraint] (サイズ制約) を選択します。

f.

[Size constraint conditions] (サイズ制約の条件) ペインで、削除するサイズ制約の条件を選択しま
す。

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。

SQL インジェクション一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
攻撃者は、データベースからデータを取り出そうとしてウェブリクエスト内に悪意のある SQL コードを
挿入する場合があります。悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるウェブリクエストを許可
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またはブロックするには、SQL インジェクション一致条件を作成します。SQL インジェクション一致条件
は、AWS WAF Classic で検査するウェブリクエスト内の部分 (URI パスやクエリ文字列など) を識別しま
す。後でウェブ ACL を作成するときに、悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエスト
を許可するかブロックするかを指定します。
トピック
• SQL インジェクション一致条件の作成 (p. 274)
• SQL インジェクション一致条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 275)
• SQL インジェクション一致条件のフィルターの追加と削除 (p. 277)
• SQL インジェクション一致条件の削除 (p. 278)

SQL インジェクション一致条件の作成
SQL インジェクション一致条件を作成するときに、AWS WAF Classic で悪意のある SQL コードを検査す
る先のウェブリクエスト部分 (URI やクエリ文字列など) を絞り込むフィルターを指定します。SQL イン
ジェクション一致条件には複数のフィルターを追加できます。条件ごとに 1 つのフィルターを設定するこ
ともできます。2 つの設定間では AWS WAF Classic の動作が以下のように異なります。
• SQL インジェクション一致条件ごとに複数のフィルター (推奨) - 複数のフィルターを含む SQL イン
ジェクション一致条件をロールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加すると、ウェブリクエストが
SQL インジェクション一致条件のいずれかのフィルターに一致するだけで、AWS WAF Classic はその
条件に基づくリクエストを許可またはブロックします。
例えば、SQL インジェクション一致条件を 1 つ作成し、この条件に 2 つのフィルターを含めたとしま
す。1 つのフィルターは AWS WAF Classic に悪意のある SQL コードがないか URI を検査するように
指示し、もう 1 つは AWS WAF Classic にクエリ文字列を検査するように指示します。AWS WAFこ
の場合、URI またはクエリ文字列のいずれかに悪意のある SQL コードが含まれている可能性があれ
ば、Classic はリクエストを許可またはブロックします。
• SQL インジェクション一致条件ごとに 1 つのフィルター - 個別の SQL インジェクション一致条件を
ルールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加すると、ウェブリクエストがすべての条件と一致した
場合に限り、AWS WAF Classic はこれらの条件に基づいてリクエストを許可またはブロックします。
2 つの条件を作成し、各条件に前の例で示した 2 つのフィルターの 1 つを別個に含めたとします。両方
の条件を同じルールに追加し、そのルールをウェブ ACL に追加した場合は、URI とクエリ文字列の両方
に悪意のある SQL コードが含まれている可能性がある場合に限り、AWS WAF Classic はリクエストを
許可またはブロックします。

Note
SQL インジェクション一致条件を追加するときに、悪意のある SQL コードが含まれていない可
能性があるウェブリクエストを許可またはブロックするように AWS WAF Classic を設定するこ
ともできます。

ステップ 5: SQL インジェクション一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[SQL injection] (SQL インジェクション) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「SQL インジェクション一致条件の作成時
または編集時に指定する値 (p. 275)」を参照してください。
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5.

[Add another filter] (別のフィルターを追加) を選択します。

6.

別のフィルターを追加する場合は、ステップ 4〜5 を繰り返します。

7.

フィルターの追加が終了したら、[Create] (作成) を選択します。

SQL インジェクション一致条件の作成時または編集時に指定する値
SQL インジェクション一致条件を作成または更新するときに、次の値を指定します。
[Name] (名前)
SQL インジェクション一致条件の名前。
名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条
件の名前は変更できません。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
AWS WAF Classic で悪意のある SQL コードを検査する先の各ウェブリクエスト内の部分を選択しま
す。
[Header] (ヘッダー)
指定したリクエストヘッダー (User-Agent や Referer など)。[Header] (ヘッダー) を選択した
場合は、[Header] (ヘッダー) フィールドにヘッダー名を指定します。
[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイ
プを示す HTTP メソッド。CloudFront がサポートしているメソッド
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT です。
[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合)。

Note
SQL インジェクションの一致条件については、[Part of the request to filter on] (フィル
タリングするリクエストの一部) に [Query string] (クエリ文字列) ではなく、[All query
parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ)) を選択することをお勧め
します。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Transformation] (変換) が指定されていない場合、URI は正規化されず、AWS がリクエストの一
部としてクライアントから受信するときに検査します。[Transformation] (変換) が指定されている
場合、URI はその指定に従って形式が再設定されます。
[Body] (本文)
リクエスト内で、HTTP リクエストの本文としてウェブサーバーに送信する追加データ (フォーム
のデータなど) を含む部分。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として [Body]
(本文) を選択した場合、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが
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検査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするに
は、サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本
文の長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照
してください。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ))
クエリ文字列の一部として定義されているすべてのパラメータです。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」である場合、UserName または
SalesRegion パラメータにフィルターを追加できます。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) を選択する場合は、[Query
parameter name] (クエリパラメータ名) も指定します。これは検査するクエリ文字列のパラメー
タです (UserName や SalesRegion など)。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) の最大
長は 30 文字です。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) では、大文字と小文字は区別
されません。例えば、UserName を [Query parameter name] (クエリパラメータ名) として指定す
ると、username や UsERName など UserName のすべてのバリエーションに一致します。
[All query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ))
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) に似ていますが、単一の
パラメータの値を検査するのではなく、クエリ文字列内のすべてのパラメータの値が AWS WAF
Classic によって悪意のある SQL コードが含まれていないか検査されます。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」の場合、[All query parameters (values
only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ)) を選択すると、UserName or SalesRegion のいずれ
かの値に悪意のある可能性がある SQL コードが含まれている場合、AWS WAF Classic によって
一致がトリガーされます。
[Header] (ヘッダー)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Header] (ヘッダー) を
選択した場合は、一般的なヘッダーのリストからヘッダーを選択するか、AWS WAF Classic で悪意の
ある SQL コードを検査するヘッダー名を入力します。
[Transformation] (変換)
変換では、AWS WAF Classic によってリクエストが検査される前に、ウェブリクエストを再フォー
マットします。これにより、攻撃者が AWS WAF Classic をバイパスしようとしてウェブリクエスト
内で使用する通常と異なるフォーマットの一部が排除されます。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
変換では次の操作を実行できます。
[None] (なし)
AWS WAF Classic は、[Value to match] (一致する値) の文字列を検査する前にウェブリクエスト
のテキスト変換を行いません。
[Convert to lowercase] (小文字に変換)
AWS WAF Classic は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[HTML decode] (HTML デコード)
AWS WAF Classic は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。
• &quot; を & に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペースに置き換えます。
• &lt; を < に置き換えます。
• &gt; を > に置き換えます。
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• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
[Normalize white space] (空白の正規化)
AWS WAF Classic は、次の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
さらに、このオプションでは複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
[Simplify command line] (コマンドラインを簡素化)
オペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドが含まれているリクエストの場合、この
オプションを使用して次の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[URL decode] (URL デコード)
URL エンコードされたリクエストをデコードします。

SQL インジェクション一致条件のフィルターの追加と削除
SQL インジェクション一致条件のフィルターを追加または削除できます。フィルターを変更するには、新
しいフィルターを追加して古いフィルターを削除します。

SQL インジェクション一致条件のフィルターを追加または削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[SQL injection] (SQL インジェクション) を選択します。

3.

フィルターを追加または削除する対象の条件を選択します。

4.

フィルターを追加するには、次のステップを実行します。

5.

a.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

b.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「SQL インジェクション一致条件の作
成時または編集時に指定する値 (p. 275)」を参照してください。

c.

[Add] (追加) を選択します。

フィルターを削除するには、次のステップを実行します。
a.

削除するフィルターを選択します。

b.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。
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SQL インジェクション一致条件の削除
SQL インジェクション一致条件を削除するには、最初にその条件からすべてのフィルターを削除し、その
条件を使用しているすべてのルールから条件自体を削除します。次に手順を示します。

SQL インジェクション一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[SQL injection] (SQL インジェクション) を選択します。

3.

[SQL injection match conditions] (SQL インジェクション一致条件) ペインで、削除する SQL インジェ
クション一致条件を選択します。

4.

右ペインで、[Associated rules] (関連付けられたルール) タブを選択します。
この SQL インジェクション一致条件を使用しているルールのリストが空の場合は、ステップ 6 に進
みます。リストにルールが含まれている場合は、ルールを書き留めて、ステップ 5 に進みます。

5.

6.

SQL インジェクション一致条件を使用しているルールから、この条件を削除するには、次のステップ
を実行します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除する SQL インジェクション一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右ペインで、ルールから削除する SQL インジェクション一致条件を選択し、[Remove selected
condition] (選択した条件を削除) を選択します。

d.

削除する SQL インジェクション一致条件を使用しているすべての残りのルールに対してステップ
b とステップ c を繰り返します。

e.

ナビゲーションペインで、[SQL injection] (SQL インジェクション) を選択します。

f.

[SQL injection match conditions] (SQL インジェクション一致条件) ペインで、削除する SQL イン
ジェクション一致条件を選択します。

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。

文字列一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブリクエストに表示される文字列に基づいてリクエストを許可またはブロックする場合は、文字列一
致条件を作成します。文字列一致条件は、検索する文字列と、AWS WAF Classic で文字列を検査する先の
ウェブリクエスト部分 (指定されたヘッダーやクエリ文字列など) を識別します。後でウェブ ACL を作成
するときに、文字列を含むリクエストを許可するかブロックするかを指定します。
トピック
• 文字列一致条件の作成 (p. 279)
• 文字列一致条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 279)
• 文字列一致条件のフィルターの追加と削除 (p. 283)
• 文字列一致条件の削除 (p. 283)
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文字列一致条件の作成
文字列一致条件を作成するときに、検索する文字列と AWS WAF Classic でその文字列を検査する先の
ウェブリクエスト部分 (URI やクエリ文字列など) を識別するフィルターを指定します。文字列一致条件
には複数のフィルターを追加できます。文字列一致条件ごとに 1 つのフィルターを設定することもできま
す。2 つの設定間では AWS WAF Classic の動作が以下のように異なります。
• 文字列一致条件ごとに 1 つのフィルター - 個別の文字列一致条件をルールに追加し、そのルールをウェ
ブ ACL に追加すると、ウェブリクエストがすべての条件に一致した場合に限り、AWS WAF Classic は
これらの条件に基づいてリクエストを許可またはブロックします。
例えば、2 つの条件を作成するとします。1 つの条件は、User-Agent ヘッダーに値 BadBot が含ま
れているウェブリクエストに一致します。もう 1 つの条件は、クエリ文字列に値 BadParameter が含
まれているウェブリクエストに一致します。両方の条件を同じルールに追加して、そのルールをウェブ
ACL に追加すると、両方の条件に値が含まれている場合に限り、AWS WAF Classic はリクエストを許
可またはブロックします。
• 文字列一致条件ごとに複数のフィルター - 複数のフィルターを含む文字列一致条件をルールに追加し
て、そのルールをウェブ ACL に追加すると、ウェブリクエストが文字列一致条件のいずれかのフィル
ターに一致するだけで、AWS WAF Classic はその条件に基づいてリクエストを許可またはブロックしま
す。
条件を 1 つだけ作成して、その条件に前の例と同じ 2 つのフィルターを含めたとします。AWS
WAFリクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot が含まれているか、またはクエリ文字列に
BadParameter が含まれているかのいずれかであれば、Classic はリクエストを許可またはブロックし
ます。

Note
文字列一致条件をルールに追加するときに、条件の値と一致しないウェブリクエストを許可また
はブロックするように AWS WAF Classic を設定することもできます。

文字列一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「文字列一致条件の作成時または編集時に
指定する値 (p. 279)」を参照してください。

5.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

6.

別のフィルターを追加する場合は、ステップ 4〜5 を繰り返します。

7.

フィルターの追加が終了したら、[Create] (作成) を選択します。

文字列一致条件の作成時または編集時に指定する値
文字列一致条件を作成または更新するときに、次の値を指定します。
[Name] (名前)
文字列一致条件の名前を入力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊
文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条件の名前は変更できません。
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[Type] (タイプ)
[String match] (文字列の一致) を選択します。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
[Value to match] (一致する値) で指定した文字列を AWS WAF Classic で検査する各ウェブリクエスト
内の部分を選択します。
[Header] (ヘッダー)
指定したリクエストヘッダー (User-Agent や Referer など)。[Header] (ヘッダー) を選択した
場合は、[Header] (ヘッダー) フィールドにヘッダー名を指定します。
[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイ
プを示す HTTP メソッド。CloudFront がサポートしているメソッド
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT です。
[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合)。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Transformation] (変換) が指定されていない場合、URI は正規化されず、AWS がリクエストの一
部としてクライアントから受信するときに検査します。[Transformation] (変換) が指定されている
場合、URI はその指定に従って形式が再設定されます。
[Body] (本文)
リクエスト内で、HTTP リクエストの本文としてウェブサーバーに送信する追加データ (フォーム
のデータなど) を含む部分。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として [Body]
(本文) を選択した場合、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが
検査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするに
は、サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本
文の長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照
してください。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ))
クエリ文字列の一部として定義されているすべてのパラメータです。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」である場合、UserName または
SalesRegion パラメータにフィルターを追加できます。
重複したパラメータがクエリ文字列に記述される場合、値は「OR」として評価されま
す。つまり、いずれかの値によって一致がトリガーされます。例えば、「www.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle」という URL では、[Value to match] (一致する値) に
「boston」または「seattle」を指定すると、一致がトリガーされます。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) を選択する場合は、[Query
parameter name] (クエリパラメータ名) も指定します。これは検査するクエリ文字列のパラメー
タです (UserName や SalesRegion など)。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) の最大
長は 30 文字です。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) では、大文字と小文字は区別
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されません。例えば、UserName を [Query parameter name] (クエリパラメータ名) として指定す
ると、username や UsERName など UserName のすべてのバリエーションに一致します。
[All query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ))
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) に似ていますが、単
一のパラメータの値を検査するのではなく、クエリ文字列内のすべてのパラメータの値が
AWS WAF Classic によって [Value to match] (一致する値) を検査されます。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」の場合、[All query parameters (values
only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ)) を選択すると、UserName または SalesRegion のい
ずれかの値が [Value to match] (一致する値) として指定されている場合、AWS WAF Classic に
よって一致がトリガーされます。
[Header] (ヘッダー) ([Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) が [Header]
(ヘッダー) の場合のみ)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Header] (ヘッダー) を
選択した場合は、一般的なヘッダーのリストからヘッダーを選択するか、AWS WAF Classic で悪意の
あるスクリプトを検査するヘッダー名を入力します。
[Match type] (一致タイプ)
AWS WAF Classic で検査するリクエスト部分で、このフィルターに一致する [Value to match] (一致す
る値) の文字列が表示される箇所を選択します。
[Contains] (次を含む)
文字列は、指定したリクエスト部分内の任意の場所に表示されます。
[Contains word] (単語を含む)
指定したウェブリクエスト部分には [Value to match] (一致する値) が含まれていること、[Value to
match] (一致する値) には英数字または下線 (A〜Z、a〜z、0〜9、_) のみが含まれていることが必
要です。さらに、[Value to match] (一致する値) は単語であること、つまり、次のいずれかである
ことが必要です。
• [Value to match] (一致する値) は、指定したウェブリクエスト部分 (ヘッダーの値など) の値と正
確に一致する。
• [Value to match] (一致する値) は、指定したウェブリクエスト部分の先頭にあり、英数字または
下線 (_) 以外の文字が続く (例: BadBot;)。
• [Value to match] (一致する値) は、指定したウェブリクエスト部分の末尾にあり、英数字または
下線 (_) 以外の文字が続く (例: ;BadBot)。
• [Value to match] (一致する値) は、指定したウェブリクエスト部分の中央にあり、英数字または
下線 (_) 以外の文字が前後にある (例: -BadBot;)。
[Exactly matches] (完全に一致)
文字列と指定したリクエスト部分の値が正確に一致します。
[Starts with] (次で開始)
文字列は指定したリクエスト部分の先頭にあります。
[Ends with] (次で終了)
文字列は指定したリクエスト部分の末尾にあります。
[Transformation] (変換)
変換では、AWS WAF Classic によってリクエストが検査される前に、ウェブリクエストを再フォー
マットします。これにより、攻撃者が AWS WAF Classic をバイパスしようとしてウェブリクエスト
内で使用する通常と異なるフォーマットの一部が排除されます。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
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変換では次の操作を実行できます。
[None] (なし)
AWS WAF Classic は、[Value to match] (一致する値) の文字列を検査する前にウェブリクエスト
のテキスト変換を行いません。
[Convert to lowercase] (小文字に変換)
AWS WAF Classic は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[HTML decode] (HTML デコード)
AWS WAF Classic は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。
• &quot; を & に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペースに置き換えます。
• &lt; を < に置き換えます。
• &gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
[Normalize white space] (空白の正規化)
AWS WAF Classic は、次の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
さらに、このオプションでは複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
[Simplify command line] (コマンドラインを簡素化)
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォー
マットを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを
使用して次の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[URL decode] (URL デコード)
URL エンコードされたリクエストをデコードします。
[Value is base64 encoded] (値が base64 エンコードされている)
[Value to match] (一致する値) の値が base64 でエンコードされている場合は、このチェックボックス
をオンにします。Base64 エンコーディングを使用して、攻撃者がリクエストに含める表示不可能な
文字 (タブや改行など) を指定します。
[Value to match] (照合する値)
AWS WAF Classic がウェブリクエスト内で検索する値を指定します。最大長は 50 バイトです 値を
Base 64 でエンコードする場合は、エンコードする前の値に 50 バイトの最大長が適用されます。
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文字列一致条件のフィルターの追加と削除
文字列一致条件のフィルターを追加または削除できます。フィルターを変更するには、新しいフィルター
を追加して古いフィルターを削除します。

文字列一致条件のフィルターを追加または削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

フィルターを追加または削除する対象の条件を選択します。

4.

フィルターを追加するには、次のステップを実行します。

5.

a.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

b.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「文字列一致条件の作成時または編集
時に指定する値 (p. 279)」を参照してください。

c.

[Add] (追加) を選択します。

フィルターを削除するには、次のステップを実行します。
a.

削除するフィルターを選択します。

b.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

文字列一致条件の削除
文字列一致条件を削除するには、最初にその条件からすべてのフィルターを削除し、その条件を使用して
いるすべてのルールから条件自体を削除します。次に手順を示します。

文字列一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

3.

文字列一致条件を使用しているルールからその条件を削除します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除する文字列一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右側のペインで、[Edit rule] (ルールを編集) を選択します。

d.

削除する条件の横にある [X] を選択します。

e.

[Update] (更新) を選択します。

f.

削除する文字列一致条件を使用している残りのすべてのルールに対してこの同じ手順を繰り返し
ます。

削除する条件からフィルターを削除します。
a.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択しま
す。

b.

削除する文字列一致条件の名前を選択します。

c.

右側のペインで、[Filter] (フィルター) の横にあるチェックボックスをオンにして、すべてのフィ
ルターを選択します。
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d.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

5.

[String and regex match conditions] (文字列および正規表現の一致条件) ペインで、削除する文字列一
致条件を選択します。

6.

[Delete] (削除) を選択して、選択した条件を削除します。

正規表現一致条件の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
リクエストに含まれる正規表現パターンと一致する文字列に基づいてウェブリクエストを許可またはブ
ロックする場合は、1 つ以上の正規表現一致条件を作成します。正規表現一致条件は文字列一致条件の一
種であり、検索する文字列パターンと、AWS WAF Classic によってそのパターンが検査されるウェブリク
エストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など) を識別します。後でウェブ ACL を作成するときに、
そのパターンを含むリクエストを許可するかブロックするかを指定します。
トピック
• 正規表現一致条件の作成 (p. 284)
• 正規表現一致条件の作成時または編集時に指定する値 (p. 285)
• 正規表現一致条件の編集 (p. 287)

正規表現一致条件の作成
正規表現一致条件を作成するときは、検索する文字列 (正規表現を使用) を識別するパターンセットを指定
します。それらのパターンセットを、AWS WAF Classic によってパターンセットが検査されるウェブリク
エストの部分 (URI やクエリ文字列) を指定するフィルターに追加します。
1 つのパターンセットに複数の正規表現を追加できます。その場合、それらの表現は OR を使用して結合
します。つまり、リクエストの該当する部分が、指定した式のいずれかと一致する場合、ウェブリクエス
トはパターンセットと一致することになります。
正規表現一致条件をルールに追加するときに、条件の値と一致しないウェブリクエストを許可またはブ
ロックするように AWS WAF Classic を設定することもできます。
AWS WAF Classic は、ほとんどの標準 Perl 互換正規表現 (PCRE) をサポートしています。ただし、次は
サポートしていません。
• 後方参照と部分式取得
• 任意のゼロ幅アサーション
• サブルーチン参照と再帰パターン
• 条件付きパターン
• バックトラック制御動詞
• \C シングルバイトディレクティブ
• \R 改行一致ディレクティブ
• \K 一致開始位置リセットディレクティブ
• コールアウトと埋め込みコード
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• アトミックグループと所有格量指定子

正規表現一致条件を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

[Create condition] (条件を作成) を選択します。

4.

適用するフィルター設定を指定します。詳細については、「正規表現一致条件の作成時または編集時
に指定する値 (p. 285)」を参照してください。

5.

[Create pattern set and add filter] (パターンセットを作成してフィルターを追加) を選択するか (新しい
パターンセットを作成した場合)、[Add filter] (フィルターを追加) を選択します (既存のパターンセッ
トを使用した場合)。

6.

[Create] を選択します。

正規表現一致条件の作成時または編集時に指定する値
正規表現一致条件を作成または更新するときに、次の値を指定します。
[Name] (名前)
正規表現一致条件の名前を入力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特
殊文字 _-!"#`+*},./ です。一度作成した条件の名前は変更できません。
[Type] (タイプ)
[Regex match] (正規表現の一致) を選択します。
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部)
[Value to match] (一致する値) で指定したパターンが AWS WAF Classic によって検査される各ウェブ
リクエスト内の部分を選択します。
[Header] (ヘッダー)
指定したリクエストヘッダー (User-Agent や Referer など)。[Header] (ヘッダー) を選択した
場合は、[Header] (ヘッダー) フィールドにヘッダー名を指定します。
[HTTP method] (HTTP メソッド)
リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイ
プを示す HTTP メソッド。CloudFront がサポートしているメソッド
は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT です。
[Query string] (クエリ文字列)
URL 内で ? 文字の後に続く部分 (ある場合)。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Transformation] (変換) が指定されていない場合、URI は正規化されず、AWS がリクエストの一
部としてクライアントから受信するときに検査します。[Transformation] (変換) が指定されている
場合、URI はその指定に従って形式が再設定されます。
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[Body] (本文)
リクエスト内で、HTTP リクエストの本文としてウェブサーバーに送信する追加データ (フォーム
のデータなど) を含む部分。

Note
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) の値として [Body]
(本文) を選択した場合、AWS WAF Classic によって最初の 8,192 バイト (8 KB) のみが
検査されます。本文が 8,192 バイトより長いリクエストを許可またはブロックするに
は、サイズ制約条件を作成します。(AWS WAF Classic はリクエストのヘッダーから本
文の長さを取得します)。詳細については、「サイズ制約条件の使用 (p. 268)」を参照
してください。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ))
クエリ文字列の一部として定義されているすべてのパラメータです。例えば、URL が
「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」である場合、UserName または
SalesRegion パラメータにフィルターを追加できます。
重複したパラメータがクエリ文字列に記述される場合、値は「OR」として評価されま
す。つまり、いずれかの値によって一致がトリガーされます。例えば、「www.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle」という URL では、[Value to match] (一致する値) の
「boston」または「seattle」に一致するパターンによって、一致がトリガーされます。
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) を選択する場合は、[Query
parameter name] (クエリパラメータ名) も指定します。これは検査するクエリ文字列のパラメー
タです (UserName や SalesRegion など)。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) の最大
長は 30 文字です。[Query parameter name] (クエリパラメータ名) では、大文字と小文字は区別
されません。例えば、UserName を [Query parameter name] (クエリパラメータ名) として指定す
ると、username や UsERName など UserName のすべてのバリエーションに一致します。
[All query parameters (values only)] (すべてのクエリパラメータ (値のみ))
[Single query parameter (value only)] (単一クエリパラメータ (値のみ)) に似ていますが、単一
のパラメータの値を検査するのではなく、クエリ文字列内のすべてのパラメータの値が AWS
WAF Classic によって [Value to match] (一致する値) で指定されたパターンを検査されます。例
えば、「www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle」という URL の UserName または
SalesRegion のいずれかの値に一致する [Value to match] (一致する値) のパターンによって、一致
がトリガーされます。
[Header] (ヘッダー) ([Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) が [Header]
(ヘッダー) の場合のみ)
[Part of the request to filter on] (フィルタリングするリクエストの一部) として [Header] (ヘッダー) を
選択した場合は、一般的なヘッダーのリストからヘッダーを選択するか、AWS WAF Classic で悪意の
あるスクリプトを検査するヘッダー名を入力します。
[Transformation] (変換)
変換では、AWS WAF Classic によってリクエストが検査される前に、ウェブリクエストを再フォー
マットします。これにより、攻撃者が AWS WAF Classic をバイパスしようとしてウェブリクエスト
内で使用する通常と異なるフォーマットの一部が排除されます。
1 種類のテキスト変換しか指定できません。
変換では次の操作を実行できます。
[None] (なし)
AWS WAF Classic は、[Value to match] (一致する値) の文字列を検査する前にウェブリクエスト
のテキスト変換を行いません。
[Convert to lowercase] (小文字に変換)
AWS WAF Classic は、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
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[HTML decode] (HTML デコード)
AWS WAF Classic は、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。
• &quot; を & に置き換えます。
• &nbsp; を改行なしスペースに置き換えます。
• &lt; を < に置き換えます。
• &gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 (&#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 (&#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
[Normalize white space] (空白の正規化)
AWS WAF Classic は、次の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
さらに、このオプションでは複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
[Simplify command line] (コマンドラインを簡素化)
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォー
マットを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを
使用して次の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
[URL decode] (URL デコード)
URL エンコードされたリクエストをデコードします。
[Regex pattern to match to request] (リクエストに一致する正規表現パターン)
既存のパターンセットを選択するか、新しいパターンセットを作成できます。新しいパターンセット
を作成する場合は、次のように指定します。
New pattern set name (新しいパターンセット名)
名前を入力し、AWS WAF Classic によって検索される正規表現パターンを指定します。
パターンセットに複数の正規表現を追加すると、それらの表現は OR を使用して結合されます。
つまり、リクエストの該当する部分が、指定した式のいずれかと一致する場合、ウェブリクエス
トはパターンセットと一致することになります。
[Value to match] (一致する値) は最大 70 文字です。

正規表現一致条件の編集
既存の正規表現一致条件に次の変更を加えることができます。
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• 既存のパターンセットからパターンを削除する
• 既存のパターンセットにパターンを追加する
• 既存正規表現一致条件からフィルターを削除する
• 既存の正規表現一致条件にフィルターを追加する (正規表現一致条件には 1 つのフィルターのみを含め
ることができます。したがって、フィルターを追加するには、まず既存のフィルターを削除する必要が
あります。)
• 既存の正規表現一致条件を削除する

Note
既存のフィルターに対してパターンセットを追加したり削除したりはできません。パターンセッ
トを編集するか、または、フィルターを削除して新しいパターンセットで新しいフィルターを作
成する必要があります。

既存のパターンセットからパターンを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

[View regex pattern sets] (正規表現パターンセットを表示) を選択します。

4.

編集するパターンセットの名前を選択します。

5.

[Edit] を選択します。

6.

削除するパターンの横にある [X] を選択します。

7.

[Save] を選択します。

既存のパターンセットにパターンを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

[View regex pattern sets] (正規表現パターンセットを表示) を選択します。

4.

編集するパターンセットの名前を選択します。

5.

[Edit] を選択します。

6.

新しい正規表現パターンを入力します。

7.

新しいパターンの横にある [+] を選択します。

8.

[Save] を選択します。

既存の正規表現一致条件からフィルターを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。
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2.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

3.

削除するフィルターを含む条件の名前を選択します。

4.

削除するフィルターの横にあるボックスを選択します。

5.

[Delete filter] (フィルターを削除) を選択します。

正規表現一致条件を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

正規表現条件からフィルターを削除します。その手順については、「既存の正規表現一致条件から
フィルターを削除するには (p. 288)」を参照してください。

3.

正規表現一致条件を使用しているルールから条件自体を削除します。
a.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

b.

削除する正規表現一致条件を使用しているルールの名前を選択します。

c.

右側のペインで、[Edit rule] (ルールを編集) を選択します。

d.

削除する条件の横にある [X] を選択します。

e.

[Update] (更新) を選択します。

f.

削除する正規表現一致条件を使用している残りのすべてのルールに対してこの同じ手順を繰り返
します。

4.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

5.

削除する条件の横にあるボタンを選択します。

6.

[削除] を選択します。

既存の正規表現一致条件に対してフィルターを追加または変更するには
正規表現一致条件には 1 つのフィルターのみ含めることができます。フィルターを追加または変更するに
は、まず既存のフィルターを削除する必要があります。
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

変更する正規表現条件からフィルターを削除します。その手順については、「既存の正規表現一致条
件からフィルターを削除するには (p. 288)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、[String and regex matching] (文字列および正規表現の一致) を選択します。

4.

変更する条件の名前を選択します。

5.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

6.

新しいフィルターに適切な値を入力し、[Add] (追加) を選択します。

ルールの使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
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合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ルールを使用すると、AWS WAF Classic で監視する条件を詳細に指定して、AWS WAF Classic で許可ま
たはブロックするウェブリクエストを正確に絞り込むことができます。例えば、AWS WAF Classic は、リ
クエストの送信元の IP アドレス、リクエストに含まれている文字列とその表示位置、リクエストに悪意の
ある SQL コードが含まれている可能性があるかどうかを監視できます。
トピック
• ルールの作成と条件の追加 (p. 290)
• ルールの条件の追加と削除 (p. 292)
• ルールの削除 (p. 293)
• AWS Marketplace ルールグループ (p. 293)

ルールの作成と条件の追加
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
同じルールに複数の条件を追加すると、そのすべての条件にウェブリクエストが一致した場合に限
り、AWS WAF Classic はそのルールに基づいてリクエストを許可またはブロックします。

ルールを作成して条件を追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

4.

次の値を入力します。
[Name] (名前)
名前を入力します。
[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名)
AWS WAF Classic によって作成されてルールに関連付けられる CloudWatch メトリクスの名前を
入力します。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することができ、最大 128 文字、
最小 1 文字です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF Classic 用に予約され
たメトリクス名は使用できません。
[Rule type] (ルールタイプ)
[Regular rule] または [Rate–based rule] のいずれかを選択します。レートベースのルール
は通常ルールと同じですが、5 分間に IP アドレスから着信したリクエストの数も考慮に入れま
す。これらのルールタイプの詳細については、「AWS WAF Classic の仕組み (p. 243)」を参照
してください。
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[Rate limit] (レート制限)
レートベースのルールの場合、ルールの条件に一致する IP アドレスから 5 分間に許可するリクエ
ストの最大数を入力します。レート制限は 100 以上にする必要があります。
レート制限を単独で指定することも、レート制限と条件を指定することもできます。レート制限
のみを指定した場合、AWS WAF はすべての IP アドレスに制限を設けます。レート制限と条件を
指定した場合、AWS WAF は条件に一致する IP アドレスに制限を設定します。
IP アドレスがレート制限のしきい値に達すると、AWS WAF は割り当てられたアクション (ブ
ロックまたはカウント) をできるだけ早く (通常は 30 秒以内) 適用します。アクションが実行され
ると、IP アドレスからのリクエストなしで 5 分が経過すると、AWS WAF はカウンターをゼロに
リセットします。
5.

ルールに条件を追加するには、次の値を指定します。
[When a request does/does not] (リクエストが次の条件内/条件外)
AWS WAF Classic で条件内のフィルターに基づいてリクエストを許可またはブロックする場合
は、[does] (条件に該当) を選択します。例えば、IP 一致条件に含まれている IP アドレス範囲が
192.0.2.0/24 で、これらの IP アドレスから送信されたリクエストを AWS WAF Classic で許可ま
たはブロックする場合は、[does] (条件に該当) を選択します。
AWS WAF Classic で条件内のフィルターを逆に適用してリクエストを許可またはブロックする
場合は、[does not] (条件に非該当) を選択します。例えば、IP 一致条件に含まれている IP アドレ
ス範囲が 192.0.2.0/24 で、これらの IP アドレスから送信されていないリクエストを AWS WAF
Classic で許可またはブロックする場合は、[does not] (条件に非該当) を選択します。
[match/originate from] (一致/次から生じている)
ルールに追加する条件のタイプを選択します。
• クロスサイトスクリプティング一致条件 - [match at least one of the filters in the cross-site
scripting match condition] (クロスサイトスクリプティング一致条件の少なくとも 1 つのフィル
ターに一致する) を選択します。
• IP 一致条件 - [originate from an IP address in] (IP アドレスより送信) を選択します
• Geo 一致条件 - [originate from a geographic location in] (地理的場所より送信) を選択します
• サイズ制約条件 - [match at least one of the filters in the size constraint condition] (サイズ制約条
件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• SQL インジェクション一致条件 - [match at least one of the filters in the SQL injection match
condition] (SQL インジェクション一致条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択
します
• 文字列一致条件 - [match at least one of the filters in the string match condition] (文字列一致条件
の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• 正規表現一致条件 - [match at least one of the filters in the regex match condition] (正規表現一致
条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
[condition name] (条件名)
ルールに追加する条件を選択します。リストには、前のステップで選択したタイプの条件のみが
表示されます。

6.

ルールに別の条件を追加するには、[Add another condition] (別の条件を追加) を選択して、ステップ
4〜5 を繰り返します。次の点に注意してください。
• 複数の条件を追加した場合は、各条件の少なくとも 1 つのフィルターにウェブリクエストが一致す
ると、AWS WAF Classic はそのルールに基づいてリクエストを許可またはブロックします
• 同じルールに 2 つの IP 一致条件を追加した場合、AWS WAF Classic は両方の IP 一致条件に該当
する IP アドレスからのリクエストのみを許可またはブロックします

7.

条件の追加が終了したら、[Create] (作成) を選択します。
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ルールの条件の追加と削除
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
条件を追加または削除することでルールを変更できます。

ルールの条件を追加または削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

条件を追加または削除するルールの名前を選択します。

4.

[Add Rule] (ルールの追加) を選択します。

5.

条件を追加するには、[Add condition] (条件を追加) を選択して次の値を指定します。
[When a request does/does not] (リクエストが次の条件内/条件外)
AWS WAF Classic で条件内のフィルター (ウェブリクエストの送信元の IP アドレス範囲が
192.0.2.0/24 など) に基づいてリクエストを許可またはブロックする場合は、[does] (条件に該当)
を選択します。
AWS WAF Classic で条件内のフィルターを逆に適用してリクエストを許可またはブロックする
場合は、[does not] (条件に非該当) を選択します。例えば、IP 一致条件に含まれている IP アドレ
ス範囲が 192.0.2.0/24 で、これらの IP アドレスから送信されていないリクエストを AWS WAF
Classic で許可またはブロックする場合は、[does not] (条件に非該当) を選択します。
[match/originate from] (一致/次から生じている)
ルールに追加する条件のタイプを選択します。
• クロスサイトスクリプティング一致条件 - [match at least one of the filters in the cross-site
scripting match condition] (クロスサイトスクリプティング一致条件の少なくとも 1 つのフィル
ターに一致する) を選択します。
• IP 一致条件 - [originate from an IP address in] (IP アドレスより送信) を選択します
• Geo 一致条件 - [originate from a geographic location in] (地理的場所より送信) を選択します
• サイズ制約条件 - [match at least one of the filters in the size constraint condition] (サイズ制約条
件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• SQL インジェクション一致条件 - [match at least one of the filters in the SQL injection match
condition] (SQL インジェクション一致条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択
します
• 文字列一致条件 - [match at least one of the filters in the string match condition] (文字列一致条件
の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• 正規表現一致条件 - [match at least one of the filters in the regex match condition] (正規表現一致
条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
[condition name] (条件名)
ルールに追加する条件を選択します。リストには、前のステップで選択したタイプの条件のみが
表示されます。
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6.

条件を削除するには、条件名の右側にある [X] を選択します。

7.

[Update] (更新) を選択します。

ルールの削除
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ルールを削除する場合は、最初にそのルールを使用しているウェブ ACL からルールを削除し、次にルール
内に含まれている条件を削除します。

ルールを削除するには
1.

2.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。
ルールを使用しているウェブ ACL から、このルールを削除するには、ウェブ ACL のそれぞれについ
て、次のステップを実行します。
a.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

b.
c.

削除するルールを使用しているウェブ ACL の名前を選択します。
[Rules] (ルール) タブを選択します。

3.

d. [Edit web ACL] (ウェブ ACL を編集) を選択します。
e. 削除するルールの右側にある [X] を選択してから、[Update] (更新) を選択します。
ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

4.
5.

削除するルールの名前を選択します。
[削除] を選択します。

AWS Marketplace ルールグループ
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic には、リソースの保護に役立つ AWS Marketplace ルールグループが用意されていま
す。AWS Marketplace ルールグループは、AWS および AWS のパートナー企業によって作成および更新
された、事前定義済みの、すぐに使用できるルールのコレクションです。
一部の AWS Marketplace ルールグループは、WordPress、Joomla、PHP などの特定のタイプのウェ
ブアプリケーションを保護するために設計されています。その他の AWS Marketplace ルールグループ
は、OWASP Top 10 に記載されているような、既知の脅威または一般的なウェブアプリケーションの脆弱
性に対して幅広い保護を提供します。
ご希望の AWS パートナーから単一の AWS Marketplace ルールグループをインストールし、独自のカス
タマイズ AWS WAF Classic ルールを追加して保護を強化することもできます。PCI や HIPAA などの規
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制の遵守が必要な場合は、AWS Marketplace ルールグループを使用してウェブアプリケーションファイア
ウォールの要件を満たすことができます。
AWS Marketplace ルールグループは、長期契約、最低契約なしで利用できます。ルールグループをサブス
クライブすると、月額料金 (時間数で按分) およびボリュームに基づく継続中のリクエスト料金が課金され
ます。詳細については、「AWS WAF Classic の料金」と AWS Marketplace の各 AWS Marketplace ルー
ルグループの説明を参照してください。

自動更新
絶えず変化する脅威の状況を最新に保つことは、時間と費用がかかる可能性があります。AWS
Marketplace ルールグループを使用すると、AWS WAF Classic を実装して使用する時間を節約できま
す。もう 1 つのメリットは、新しい脆弱性と脅威が発生した場合、AWS と AWS のパートナーが AWS
Marketplace ルールグループを自動的に更新することです。
新しい脆弱性が公開前にパートナーの多くに通知されます。新しい脅威が広く知られる前でも、パート
ナーはルールグループを更新してお客様にデプロイできます。また､最新の脅威を調査して分析して最も関
連性の高いルールを作成する脅威調査チームも数多くあります。

AWS Marketplace ルールグループ内のルールにアクセスする
各 AWS Marketplace ルールグループには、どのようなタイプの攻撃や脆弱性に対して保護するように設計
されているかが包括的に定義されています。ルールグループプロバイダーの知的財産を保護するために、
ルールグループ内の個々のルールを表示することはできません。この制限は、悪意のあるユーザーが公開
されたルールを特に回避する脅威を設計するのを防ぐのにも役立ちます。
AWS Marketplace ルールグループ内の個々のルールは表示できないため、AWS Marketplace ルールグルー
プ内のルールを編集することもできません。ただし、ルールグループから特定のルールを除外できます。
これは、「ルールグループ例外」と呼ばれます。ルールの除外は、これらのルールを削除しません。むし
ろ、ルールのアクションを COUNT に変更します。そのため、除外されたルールと一致するリクエストはカ
ウントされますが、ブロックされません。除外されたルールごとに COUNT メトリクスを受信します。
予期せずにトラフィックをブロックしているルールグループのトラブルシューティングを行う場合、ルー
ルを除外することが役立ちます (誤検出)。トラブルシューティングの手法の 1 つは、目的のトラフィック
をブロックしているルールグループ内の特定のルールを識別し、その特定のルールを無効にする (除外す
る) ことです。
特定のルールを除外することに加えて、ルールグループ全体を有効または無効にすることで保護を絞り込
むか、実行するルールグループアクションを選択できます。詳細については、「AWS Marketplace ルール
グループの使用 (p. 294)」を参照してください。

クォータ
有効にできる AWS Marketplace ルールグループは 1 つだけです。AWS Firewall Manager を使用して作
成する 1 つのカスタムルールグループを有効にすることもできます。これらのルールグループは、ウェ
ブ ACL ごとの 10 ルールの最大クォータにカウントされます。したがって、1 つのウェブ ACL に 1 つの
AWS Marketplace ルールグループ、1 つのカスタムルールグループ、および最大 8 つのカスタムルールを
含めることができます。

料金
AWS Marketplace ルールグループの料金の詳細については、「AWS WAF Classic の料金」および AWS
Marketplace の各 AWS Marketplace ルールグループの説明を参照してください。

AWS Marketplace ルールグループの使用
AWS WAF Classic コンソールの AWS Marketplace ルールグループからサブスクライブしたりサブスクリ
プションを解除したりできます。ルールグループから特定のルールを除外することもできます。
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AWS Marketplace ルールグループをサブスクライブして使用するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Marketplace] を選択します。

3.

[Available marketplace products] (利用可能な Marketplace 製品) セクションで、ルールグループの名
前を選択して、詳細と料金情報を表示します。

4.

ルールグループにサブスクライブする場合は、[Continue] (続行) を選択します。

Note
このルールグループをサブスクライブしたくない場合は、ブラウザでこのページを閉じるだ
けです。
5.

[Set up your account] (アカウントをセットアップ) を選択します。

6.

個々のルールを追加するのと同様の方法で、ウェブ ACL にルールグループを追加します。詳細につ
いては、「ウェブ ACL の作成 (p. 298)」または「ウェブ ACL の編集 (p. 302)」を参照してくださ
い。

Note
ウェブ ACL にルールグループを追加するときに、ルールグループ ([No override] (上書きしな
い) または [Override to count] (カウントに上書き) に設定したアクションは､ルールグループ
上書きアクションと呼びます。詳細については、「ルールグループの上書き (p. 296)」を参
照してください。

AWS Marketplace ルールグループのサブスクリプションを解除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

すべてのウェブ ACL からルールグループを削除します。詳細については、「ウェブ ACL の編
集 (p. 302)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで [Marketplace] を選択します。

4.

[Manage your subscriptions] (サブスクリプションを管理) を選択します。

5.

サブスクリプションを解除するルールグループの名前の横にある [Cancel subscription] (サブスクリプ
ションをキャンセル) を選択します。

6.

[Yes, cancel subscription] (はい、サブスクリプションをキャンセルします) を選択します。

ルールグループからルールを除外するには (ルールグループ例外)
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

まだ有効になっていない場合は、AWS WAF Classic ログ記録を有効にします。詳細については、
「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録 (p. 315)」を参照してください。AWS WAF Classic ログ
を使用して、除外するルールの ID を識別します。これらは通常、正規のリクエストをブロックしてい
るルールです。
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3.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

4.

編集するウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含むペー
ジが開きます。

Note

5.
6.
7.
8.

編集するルールグループは、そのルールグループからルールを除外する前にウェブ ACL に関
連付ける必要があります。
右ペインの [Rules] (ルール) タブで、[Edit web ACL] (ウェブ ACL を編集) を選択します。
[Rule group exceptions] (ルールグループ例外) セクションに、編集するルールグループを展開しま
す。
除外するルールの隣にある [X] を選択します。AWS WAF Classic ログを使用して正しいルール ID を
識別できます。
[Update] (更新) を選択します。
ルールの除外は、ルールグループからこれらのルールを削除しません。むしろ、ルールのアクション
を COUNT に変更します。そのため、除外されたルールと一致するリクエストはカウントされますが、
ブロックされません。除外されたルールごとに COUNT メトリクスを受信します。

Note
この同じ手順を使用して、AWS Firewall Manager で作成したカスタムルールグループから
ルールを除外できます。ただし、これらのステップを使用してカスタムルールグループか
らルールを除外するよりも、「AWS WAF Classic ルールグループからルールの追加と削
除 (p. 308)」で説明されているステップを使用してカスタムルールグループを編集すること
もできます。

ルールグループの上書き
AWS Marketplace ルールグループには、[No override] (上書きしない) と [Override to count] (カウントに
上書き) の 2 つのアクションがあります。ルールグループをテストする場合は、アクションを [Override
to count] (カウントに上書き) に設定します。このルールグループアクションは、グループに含まれる
個々のルールで指定された BLOCK アクションを上書きします。つまり、ルールグループのアクションが
[Override to count] (カウントに上書き) に設定されている場合は、グループ内の個々のルールのアクション
に基づいて一致するリクエストをブロックするのではなく、それらのリクエストがカウントされます。逆
に、ルールグループのアクションを [No override] (上書きしない) に設定すると、グループ内の個々のルー
ルのアクションが使用されます。

AWS Marketplace ルールグループのトラブルシューティング
AWS Marketplace ルールグループが正当なトラフィックをブロックしている場合は、次のステップを実行
します。

AWS Marketplace ルールグループをトラブルシューティングするには
1.

正当なトラフィックをブロックしている特定のルールを除外します。AWS WAF Classic ログを使用し
て、どのルールがどのリクエストをブロックしているかを識別できます。ルールの除外の詳細につい
ては、ルールグループからルールを除外するには (ルールグループ例外) (p. 295) を参照してくださ
い。

2.

特定のルールを除外しても問題が解決しない場合は、AWS Marketplace ルールグループのアクショ
ンを [No override] (上書きしない) から [Override to count] (カウントに上書き) に変更します。これに
より、ルールグループ内の個々のルールアクションに関係なく、ウェブリクエストが通過します。ま
た、ルールグループに Amazon CloudWatch メトリクスも使用できるようになります。
AWS Marketplace ルールグループアクションを [Override to count] (カウントに上書き) に設定した
後、さらなるトラブルシューティングが必要な場合は、ルールグループプロバイダーのカスタマーサ
ポートチームに連絡してください。連絡先については、AWS Marketplace の製品リストページのルー
ルグループリストを参照してください。

3.
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カスタマーサポートへの問い合わせ
AWS WAF Classic または AWS によって管理されるルールグループの問題については、AWS Support に
お問い合わせください。AWS パートナーによって管理されているルールグループの問題については、
パートナーのカスタマーサポートチームにお問い合わせください。パートナーの連絡先情報を検索するに
は、AWS Marketplace のパートナーのリストを参照してください。

AWS Marketplace ルールグループの作成と販売
AWS Marketplace で AWS Marketplace ルールグループを販売する場合は、「How to Sell Your Software
on AWS Marketplace」(AWS Marketplace でソフトウェアを販売する方法) を参照してください。

ウェブ ACL の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ルールをウェブ ACL に追加するときに、AWS WAF Classic によってルールの条件に基づいてリクエスト
を許可またはブロックをするかどうかを指定します。複数のルールをウェブ ACL に追加すると、ウェブ
ACL に表示されるルールの順に AWS WAF Classic で各リクエストが評価されます。ウェブリクエストが
ルールのすべての条件に一致すると、AWS WAF Classic は即座に対応するアクション (許可またはブロッ
ク) を実行し、ウェブ ACL の残りのルール (ある場合) に対してはリクエストを評価しません。
ウェブリクエストがウェブ ACL のどのルールとも一致しない場合は、AWS WAF Classic により、ウェブ
ACL に指定したデフォルトアクションが実行されます。詳細については、「ウェブ ACL のデフォルトア
クションの決定 (p. 297)」を参照してください。
リクエストを許可またはブロックするために使用するルールを事前にテストする場合は、そのルールの条
件に一致するウェブリクエストをカウントするように AWS WAF Classic を設定できます。詳細について
は、「ウェブ ACL のテスト (p. 303)」を参照してください。
トピック
• ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 297)
• ウェブ ACL の作成 (p. 298)
• ウェブ ACL と Amazon API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application
Load Balancer との関連付けまたは関連付けの解除 (p. 301)
• ウェブ ACL の編集 (p. 302)
• ウェブ ACL の削除 (p. 303)
• ウェブ ACL のテスト (p. 303)

ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
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ウェブ ACL を作成して設定する際は、まず AWS WAF Classic のデフォルトアクションでウェブリクエス
トを許可するかブロックするかを決めることが最も重要です。デフォルトアクションは、ウェブリクエス
トが指定したすべての条件に該当するかを検査して、どの条件にも一致しない場合に AWS WAF Classic
で行うアクションを指します。
• [Allow] (許可) 大部分のユーザーに対してはウェブサイトへのアクセスを許可する一方、指定した IP ア
ドレスからのリクエストまたは悪意のある SQL コードや指定した値が含まれている可能性があるリクエ
ストを行う攻撃者に対してアクセスをブロックする場合は、デフォルトアクションとして [Allow] (許可)
を選択します。
• [Block] (ブロック) 大部分の自称ユーザーに対してはウェブサイトへのアクセスを拒否する一方、指定し
た IP アドレスからのリクエストや指定した値が含まれているリクエストのユーザーに対してアクセスを
許可する場合は、デフォルトアクションとして [Block] (ブロック) を選択します。
デフォルトアクションを決めた後は、通常、大部分のウェブリクエストを許可するかブロックするかで条
件を決めます。例えば、大部分のウェブリクエストを許可する場合は、通常、次のようなウェブリクエス
トをブロックする一致条件を作成します。
• リクエスト数が不当に多い IP アドレスからのリクエスト
• お客様がビジネスを行っていない国、または頻繁に攻撃元になっている国からのリクエスト
• [User-Agent] ヘッダーに不正な値が含まれているリクエスト
• 悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエスト

ウェブ ACL の作成
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。

ウェブ ACL を作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

AWS WAF Classic の初回使用時は、[Go to AWS WAF Classic] ( Classic に移動)、[Configure Web
ACL] (ウェブ ACL を設定) の順に選択します。AWS WAF Classic を前に使用したことがある場合は、
ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択してから、[Create web ACL] (ウェブ ACL
を作成) を選択します。

3.

[Web ACL name] (ウェブ ACL の名前) に名前を入力します。

Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
4.

[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名) で、必要に応じてデフォルト名を変更しま
す。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することができ、最大 128 文字、最小 1 文字で
す。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF Classic 用に予約されたメトリクス名は
使用できません。

Note
ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
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5.

[Region] (リージョン) で、リージョンを選択します。

6.

[AWS resource ( リソース)] で、ウェブ ACL に関連付けるリソースを選択し、[Next (次へ)] を選択し
ます。

7.

AWS WAF Classic でウェブリクエストの検査に使用する条件を作成済みである場合は、[Next] (次へ)
を選択して次のステップに進みます。
条件をまだ作成していない場合は、ここで作成します。詳細については、次のトピックを参照してく
ださい。
• クロスサイトスクリプティング一致条件の使用 (p. 259)
• IP 一致条件の使用 (p. 264)
• Geo (地理的) 一致条件の使用 (p. 266)
• サイズ制約条件の使用 (p. 268)
• SQL インジェクション一致条件の使用 (p. 273)
• 文字列一致条件の使用 (p. 278)
• 正規表現一致条件の使用 (p. 284)

8.

9.

このウェブ ACL に作成済み (または AWS Marketplace ルールグループにサブスクライブ) のルールま
たはルールグループを追加する場合は、そのルールを選択してウェブ ACL に追加します。
a.

[Rules] (ルール) リストで、ルールを選択します。

b.

[Add rule to web ACL] (ウェブ ACL にルールを追加) を選択します。

c.

このウェブ ACL に関連付けるすべてのルールを追加するまでステップ a とステップ b を繰り返
します。

d.

ステップ 10 に進んでください。

ルールをまだ作成していない場合は、ここでルールを追加できます。
a.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

b.

次の値を入力します。
[Name] (名前)
名前を入力します。
[CloudWatch metric name] (CloudWatch メトリクス名)
AWS WAF Classic によって作成されてルールに関連付けられる CloudWatch メトリクスの名
前を入力します。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することができ、最大 128
文字、最小 1 文字です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF Classic 用
に予約されたメトリクス名は使用できません。

Note
ルールの作成後はメトリクス名を変更できません。
c.

ルールに条件を追加するには、次の値を指定します。
[When a request does/does not] (リクエストが次の条件内/条件外)
AWS WAF Classic で条件内のフィルター (ウェブリクエストの送信元の IP アドレス範囲が
192.0.2.0/24 など) に基づいてリクエストを許可またはブロックする場合は、[does] (条件に
該当) を選択します。
AWS WAF Classic で条件内のフィルターを逆に適用してリクエストを許可またはブロックす
る場合は、[does not] (条件に非該当) を選択します。例えば、IP 一致条件に含まれている IP
アドレス範囲が 192.0.2.0/24 で、これらの IP アドレスから送信されていないリクエストを
AWS WAF Classic で許可またはブロックする場合は、[does not] (条件に非該当) を選択しま
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[match/originate from] (一致/次から生じている)
ルールに追加する条件のタイプを選択します。
• クロスサイトスクリプティング一致条件 - [match at least one of the filters in the cross-site
scripting match condition] (クロスサイトスクリプティング一致条件の少なくとも 1 つの
フィルターに一致する) を選択します。
• IP 一致条件 - [originate from an IP address in] (IP アドレスより送信) を選択します
• Geo 一致条件 - [originate from a geographic location in] (地理的場所より送信) を選択しま
す
• サイズ制約条件 - [match at least one of the filters in the size constraint condition] (サイズ制
約条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• SQL インジェクション一致条件 - [match at least one of the filters in the SQL injection
match condition] (SQL インジェクション一致条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致す
る) を選択します
• 文字列一致条件 - [match at least one of the filters in the string match condition] (文字列一致
条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
• 正規表現一致条件 - [match at least one of the filters in the regex match condition] (正規表現
一致条件の少なくとも 1 つのフィルターに一致する) を選択します
[condition name] (条件名)
ルールに追加する条件を選択します。リストには、前のリストで選択したタイプの条件のみ
が表示されます。
d.

ルールに別の条件を追加するには、[Add another condition] (別の条件を追加) を選択し、ステップ
b とステップ c を繰り返します。次の点に注意してください。
• 複数の条件を追加した場合は、各条件の少なくとも 1 つのフィルターにウェブリクエストが一
致すると、AWS WAF Classic はそのルールに基づいてリクエストを許可またはブロックします
• 同じルールに 2 つの IP 一致条件を追加した場合、AWS WAF Classic は両方の IP 一致条件に
該当する IP アドレスからのリクエストのみを許可またはブロックします

e.

ステップ 9 を繰り返して、このウェブ ACL に追加するすべてのルールを作成します。

f.

[Create] を選択します。

g.

ステップ 10 に進みます。

10. ウェブ ACL のルールまたはルールグループごとに、次のように、AWS WAF Classic で提供する管理
の種類を選択します。
• ルールごとに、ルールの条件に基づいて、AWS WAF Classic でウェブリクエストを許可するか、ブ
ロックするか、カウントするかを選択します。
• [Allow] (許可) - API Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer は、リクエストさ
れたオブジェクトを返します。CloudFront の場合、オブジェクトがエッジキャッシュ内になけれ
ば、CloudFront により、リクエストはオリジンに転送されます。
• [Block] (ブロック) - API Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer は、「HTTP
403 (Forbidden)」(HTTP 403 (禁止) ステータスコードを返します。CloudFront はカスタムエラー
ページを返すこともできます。詳細については、「CloudFront カスタムエラーページでの AWS
WAF Classic の使用 (p. 321)」を参照してください。
• [Count] (カウント) - AWS WAF Classic は、ルールの条件に一致するリクエストのカウンターを増
分し、引き続きウェブ ACL の残りのルールに基づいてウェブリクエストを検査します。
ウェブ ACL を使用してウェブリクエストを許可またはブロックする前に、[Count] (カウント) で
ウェブ ACL をテストする方法については、「ウェブ ACL のルールに一致するウェブリクエスト
のカウント (p. 304)」を参照してください。
• ルールグループごとに、ルールグループの上書きアクションを設定します。
• [No override] (上書きなし) - ルールグループ内の個々のルールのアクションが使用されます。
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• [Override to count] (カウントに上書き) - グループ内の個々のルールによって指定されたブロック
アクションを上書きし、一致するリクエストのみがすべてカウントされるようにします。
詳細については、「ルールグループの上書き (p. 296)」を参照してください。
11. ウェブ ACL 内のルールの順番を変更する場合は、[Order] (順序) 列の矢印を使用します。AWS
WAFClassic では、ウェブ ACL に表示されるルールの順にウェブリクエストを検査します。
12. ウェブ ACL に追加したルールを削除する場合は、ルールの行にある [x] を選択します。
13. ウェブ ACL のデフォルトアクションを選択します。これは、ウェブリクエストがこのウェブ ACL 内
のルールのどの条件にも一致しないときに AWS WAF Classic が実行するアクションです。詳細につ
いては、「ウェブ ACL のデフォルトアクションの決定 (p. 297)」を参照してください。
14. [Review and create] (確認および作成) を選択します。
15. ウェブ ACL の設定を確認し、[Confirm and create] (確認して作成) を選択します。

ウェブ ACL と Amazon API Gateway API、CloudFront ディスト
リビューション、または Application Load Balancer との関連付け
または関連付けの解除
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブ ACL の関連付けまたは関連付けの解除を行うには、該当する手順を実行します。ウェブ ACL と
CloudFront ディストリビューションとの関連付けは、ディストリビューションの作成時または更新時に行
うこともできます。詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「AWS WAF を使用
してコンテンツへのアクセスの管理」を参照してください。
ウェブ ACL を関連付けるとき、次の制限が適用されます。
• 各 API Gateway API、Application Load Balancer、CloudFront ディストリビューションは、1 つのウェ
ブ ACL にのみ関連付けることができます。
• CloudFront ディストリビューションに関連付けられたウェブ ACL を、Application Load Balancer または
API Gateway API に関連付けることはできません。ただし、ウェブ ACL は、他の CloudFront ディスト
リビューションに関連付けることはできます。

ウェブ ACL を API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load
Balancer に関連付けるには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer に関連付
けるウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含むページが
開きます。

4.

[Rules] (ルール) タブの [AWS resources using this web ACL] (このウェブ ACL を使用する AWS リ
ソース) で、[Add association] (関連付けを追加) を選択します。

301

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ウェブ ACL の使用

5.
6.
7.

プロンプトが表示されたら、[Resource] (リソース) リストを使用して、このウェブ ACL を関連付ける
API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer を選択し
ます。Application Load Balancer を選択した場合は、リージョンも指定する必要があります。
[Add] (追加) を選択します。
このウェブ ACL を追加の API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または別の
Application Load Balancer に関連付けるには、ステップ 4〜6 を繰り返します。

ウェブ ACL と API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load
Balancer との関連付けを解除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer との関連
付けを解除するウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含
むページが開きます。

4.

[Rules] (ルール) タブの [AWS resources using this web ACL] (このウェブ ACL を使用する AWS リ
ソース) で、このウェブ ACL の関連付けを解除する API Gateway API、CloudFront ディストリビュー
ション、または Application Load Balancer のそれぞれについて [x] を選択します。

ウェブ ACL の編集
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブ ACL のルールを追加または削除したり、デフォルトアクションを変更したりするには、次の手順を
実行します。

ウェブ ACL を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。
編集するウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含むペー
ジが開きます。

4.
5.

右ペインの [Rules] (ルール) タブで、[Edit web ACL] (ウェブ ACL を編集) を選択します。
ウェブ ACL にルールを追加するには、次のステップを実行します。

6.

a. [Rules] (ルール) リストで、追加するルールを選択します。
b. [Add rule to web ACL] (ウェブ ACL にルールを追加) を選択します。
c. ステップ a とステップ b を繰り返して、すべての必要なルールを追加します。
ウェブ ACL 内のルールの順番を変更する場合は、[Order] (順序) 列の矢印を使用します。AWS
WAFClassic では、ウェブ ACL に表示されるルールの順にウェブリクエストを検査します。
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7.

ウェブ ACL からルールを削除するには、そのルールの行の右にある [x] を選択します。ルールは、こ
のウェブ ACL からは削除されますが、AWS WAF Classic からは削除されません。

8.

ルールのアクションまたはウェブ ACL のデフォルトアクションを変更するには、希望するオプション
を選択します。

Note
ルールグループまたは AWS Marketplace ルールグループ (単一ルールではなく) にアクショ
ンを設定するときにルールグループ ([No override] (上書きしない) または [Override to count]
(カウントに上書き) に設定したアクションは､上書きアクションと呼びます。詳細について
は、「ルールグループの上書き (p. 296)」を参照してください。
9.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ウェブ ACL の削除
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブ ACL を削除するには、ウェブ ACL に含まれているルールを削除し、ウェブ ACL からすべての
CloudFront ディストリビューションおよび Application Load Balancer の関連付けを解除する必要がありま
す。次の手順を実行します。

ウェブ ACL を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

3.

削除するウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳細を含むペー
ジが開きます。

4.

右ペインの [Rules] (ルール) タブで、[Edit web ACL] (ウェブ ACL を編集) を選択します。

5.

ウェブ ACL からすべてのルールを削除するには、各ルールの行の右にある [x] を選択します。ルール
は、このウェブ ACL からは削除されますが、AWS WAF Classic からは削除されません。

6.

[Update] (更新) を選択します。

7.

すべての CloudFront ディストリビューションと Application Load Balancer からウェブ ACL の関連
付けを解除します。[Rules] (ルール) タブの [AWS resources using this web ACL] (このウェブ ACL
を使用する AWS リソース) で、API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または
Application Load Balancer のそれぞれについて [x] を選択します。

8.

[Web ACLs] (ウェブ ACL) ページで、削除するウェブ ACL が選択されていることを確認し、[Delete]
(削除) を選択します。

ウェブ ACL のテスト
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
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合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
許可する必要のあるウェブリクエストをブロックするように、またはブロックする必要のあるリクエスト
を許可するように、誤って AWS WAF Classic を設定しないようにするには、ウェブ ACL をウェブサイト
またはウェブアプリケーションで使用する前に徹底的にテストすることをお勧めします。
トピック
• ウェブ ACL のルールに一致するウェブリクエストのカウント (p. 304)
• API Gateway CloudFront または Application Load Balancer が AWS WAF Classic に転送したウェブリ
クエストのサンプルを表示する (p. 305)

ウェブ ACL のルールに一致するウェブリクエストのカウント
ルールをウェブ ACL に追加するときは、AWS WAF Classic で、そのルールのすべての条件に一致する
ウェブリクエストを許可するか、ブロックするか、カウントするかを指定します。次の設定から始めるこ
とをお勧めします。
• ウェブリクエストをカウントするようにウェブ ACL のすべてのルールを設定する
• リクエストを許可するウェブ ACL のデフォルトアクションを設定する
この設定では、AWS WAF Classic は最初のルールの条件に基づいて各ウェブリクエストを検査します。
ウェブリクエストがそのルールのすべての条件に一致する場合、AWS WAF Classic はそのルールのカウン
ターをインクリメントします。その後、AWS WAF Classic は次のルールの条件に基づいてウェブリクエス
トを検査します。リクエストがそのルールのすべての条件に一致する場合、AWS WAF Classic はそのルー
ルのカウンターをインクリメントします。これは、AWS WAF Classic がすべてのルールの条件に基づいて
リクエストを検査するまで続きます。
リクエストをカウントするようにウェブ ACL のすべてのルールを設定し、ウェブ ACL を Amazon API
Gateway、CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer と関連付けたら、結果
として生じるカウントを Amazon CloudWatch グラフで表示できます。ウェブ ACL の各ルール、および
API Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer がウェブ ACL のために AWS WAF Classic
に転送するすべてのリクエストについて、CloudWatch では次のことができます。
• 1 時間前または 3 時間前のデータを表示する
• データポイント間の間隔を変更する
• CloudWatch がデータに対して実行する計算 (最大、最小、平均、合計など) を変更する

Note
CloudFront を使用した AWS WAF Classic はグローバルサービスであり、メトリクスを使用でき
るのは、AWS Management Console で [US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リー
ジョンを選択した場合のみです。別のリージョンを選択した場合、AWS WAF Classic メトリクス
は CloudWatch コンソールに表示されません。

ウェブ ACL でルールのデータを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Metrics] (メトリクス) で、[WAF] を選択します。

3.

データを表示するウェブ ACL のチェックボックスをオンにします。

4.

該当する設定を変更します。
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[Statistic] (統計)
CloudWatch がデータに対して実行する計算内容を選択します。
[Time range] (時間範囲)
前の 1 時間のデータを表示するか、前の 3 時間のデータを表示するかを選択します。
[Period] (期間)
グラフでのデータポイント間の間隔を変更します。
[Rules] (ルール)
データを表示するルールを選択します。
次の点に注意してください。
• ウェブ ACL を API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load
Balancer に関連付けただけの場合は、グラフにデータが表示され、使用可能なメトリクスのリスト
にウェブ ACL のメトリクスが表示されるまでに数分かかることがあります。
• 複数の API Gateway API、CloudFront ディストリビューション、または Application Load Balancer
をウェブ ACL に関連付ける場合、CloudWatch データには、ウェブ ACL に関連付けられるすべて
のディストリビューションに対するすべてのリクエストが含まれます。
• データポイントの上にマウスカーソルを置くと、詳細情報が表示されます。
•

グラフは自動的には更新されません。表示を更新するには、更新 (

) アイコンを選択します。

5.

(オプション) API Gateway CloudFront または Application Load Balancer が AWS WAF Classic に転送
した個々のリクエストに関する詳細情報を表示します。詳細については、「API Gateway CloudFront
または Application Load Balancer が AWS WAF Classic に転送したウェブリクエストのサンプルを表
示する (p. 305)」を参照してください。

6.

ルールにより、傍受する必要のないリクエストが傍受されていると判断した場合は、該当する設定
を変更します。詳細については、「ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の作成と設
定 (p. 257)」を参照してください。
すべてのルールにより、正しいリクエストのみが傍受されていることを確認したら、各ルールのアク
ションを [Allow] (許可) または [Block] (ブロック) に変更します。詳細については、「ウェブ ACL の編
集 (p. 302)」を参照してください。

API Gateway CloudFront または Application Load Balancer が AWS WAF Classic
に転送したウェブリクエストのサンプルを表示する
AWS WAF Classic コンソールでは、API Gateway CloudFront または Application Load Balancer が検査の
ために AWS WAF Classic に転送したリクエストのサンプルを表示できます。サンプリングされたリクエ
ストごとに、発生元の IP アドレスやリクエストに含まれるヘッダーなど、リクエストに関する詳細なデー
タを表示できます。また、リクエストが一致したルールを表示したり、ルールがリクエストを許可するよ
うに設定されているかブロックするように設定されているかを確認したりもできます。
リクエストのサンプルには、各ルールのすべての条件に一致した最大 100 件のリクエストと、デフォルト
アクションが適用された別の 100 件のリクエストが含まれます。デフォルトアクションは、すべてのルー
ルのすべての条件に一致しなかったリクエストに適用されます。サンプルのリクエストは、過去 15 分間
にコンテンツに対するリクエストを受信したすべての API Gateway API、CloudFront エッジロケーショ
ン、または Application Load Balancer からのものです。
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API Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer が AWS WAF Classic に転送した
ウェブリクエストのサンプルを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、リクエストを表示するウェブ ACL を選択します。

3.

右ペインで、[Requests] (リクエスト) タブを選択します。
[Sampled requests] (サンプリングされたリクエスト) テーブルには、リクエストごとに次の値が表示
されます。
[Source IP] (送信元 IP)
リクエストの発生元の IP アドレス (ビューワーが HTTP プロキシまたは Application Load
Balancer を使用してリクエストを送信した場合は、そのプロキシまたは Application Load
Balancer の IP アドレス)。
[URI]
リクエストの URI パス。リソースを識別します (例: /images/daily-ad.jpg)。これには、URI
のクエリ文字列またはフラグメントコンポーネントは含まれません。詳細については、「Uniform
Resource Identifier (URI): 一般的な構文」を参照してください。
[Matches rule] (一致ルール)
ウェブリクエストがすべての条件に一致したウェブ ACL の最初のルールを識別します。ウェブリ
クエストがウェブ ACL のすべてのルールのすべての条件に一致しない場合、[Matches rule] (ルー
ルに一致) の値は [Default] (デフォルト) です。
ウェブリクエストがルールのすべての条件に一致し、そのルールのアクションが [Count] (カウン
ト) である場合、AWS WAF Classic によってウェブ ACL の後続のルールに基づいてウェブリク
エストが引き続き検査されます。この場合、ウェブリクエストはサンプリングされたリクエスト
のリストに 2 回表示されることがあります。1 回は、アクションが [Count] (カウント) のルール
に対応し、もう 1 回は、後続のルールまたはデフォルトアクションに対応します。
[Action] (アクション)
対応するルールのアクションが [Allow] (許可)、[Block] (ブロック)、[Count] (カウント) のいずれか
であるかを示します。
[Time] (時間)
API Gateway、CloudFront、または Application Load Balancer から AWS WAF Classic がリクエ
ストを受信した時刻。

4.

リクエストに関する追加情報を表示するには、そのリクエストの IP アドレスの左側にある矢印を選択
します。AWS WAFClassic では、次の情報が表示されます。
[Source IP] (送信元 IP)
テーブルの [Source IP] (ソース IP) 列の値と同じ IP アドレス。
[Country] (国)
リクエスト送信元の国の 2 文字の国コード。ビューワーが HTTP プロキシまたは Application
Load Balancer を使用してリクエストを送信する場合、これは HTTP プロキシまたは Application
Load Balancer が存在する国の 2 文字の国コードです。
2 文字の国コードと対応する国名のリストについては、Wikipedia の「ISO 3166-1 alpha-2」記事
を参照してください。
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リクエストの HTTP リクエストメソッド:
GET、HEAD、OPTIONS、PUT、POST、PATCH、DELETE。
[URI]
テーブルの [URI] 列の値と同じ URI。
[Request headers] (リクエストヘッダー)
リクエストのヘッダーとヘッダー値。
5.

サンプルのリクエストのリストを更新するには、[Get new samples] (新しいサンプルを取得) を選択し
ます。

AWS Firewall Manager での AWS WAF Classic
ルールグループの使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic ルールグループは、AWS WAF Classic AWS Firewall Manager ポリシーに追加する一連
のルールです。独自のルールグループを作成することも、AWS Marketplace からマネージドルールグルー
プを購入することもできます。

Important
Firewall Manager ポリシーに AWS Marketplace ルールグループを追加する場合は、組織内の各
アカウントを最初にそのルールグループにサブスクライブする必要があります。すべてのアカ
ウントをサブスクライブしたら、ルールグループをポリシーに追加できます。詳細については、
「AWS Marketplace ルールグループ (p. 293)」を参照してください。
トピック
• AWS WAF Classic ルールグループの作成 (p. 307)
• AWS WAF Classic ルールグループからルールの追加と削除 (p. 308)

AWS WAF Classic ルールグループの作成
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS Firewall Manager で使用する AWS WAF Classic ルールグループを作成するときには、グループに追
加するルールを指定します。
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ルールグループを作成するには (コンソール)
1.

前提条件で設定した AWS Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console
にサインインし、Firewall Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms) を開きま
す。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「ステップ 2: AWS Firewall Manager
管理者アカウントを設定する (p. 353)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Switch to AWS WAF Classic] (AWS WAF Classic に切り替える) を選択し
ます。

3.

AWS WAF Classic ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。

4.

[Create rule group] (ルールグループの作成) を選択します。

Note
ルールグループにレートベースのルールを追加することはできません。
5.

ルールグループに追加するルールを既に作成している場合は、[Use existing rules for this rule group]
(このルールグループに既存のルールを使用する) を選択します。ルールグループに追加する新しい
ルールを作成する場合は、[Create rules and conditions for this rule group] (このルールグループにルー
ルと条件を作成する) を選択します。

6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

ルールの作成を選択した場合は、「ルールの作成と条件の追加 (p. 290)」のステップに従ってルール
を作成します。

Note
AWS WAF Classic コンソールを使用してルールを作成します。
必要なルールをすべて作成したら、次のステップに進みます。
8.

ルールグループ名を入力します。

9.

ルールグループにルールを追加するには、ルールを選択し、[Add rule] (ルールの追加) を選択します。
ルールの条件に一致するリクエストを許可するか、ブロックするか、カウントするかを選択します。
選択の詳細については、「AWS WAF Classic の仕組み (p. 243)」を参照してください。

10. ルールの追加が完了したら、[Create] (作成) を選択します。
ルールグループをテストするには、ルールグループを AWS WAF WebACL に追加し、WebACL アクショ
ンを [Override to Count] (カウントに上書き) に設定します。このアクションは、グループに含まれるルー
ルに対して選択したアクションを上書きし、一致するリクエストのみカウントします。詳細については、
「ウェブ ACL の作成 (p. 298)」を参照してください。

AWS WAF Classic ルールグループからルールの追加
と削除
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic ルールグループにルールを追加または削除できます。
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ルールグループからルールを削除しても、ルール自体は削除されません。ルールグループからルールが削
除されるだけです。

ルールグループにルールを追加または削除するには (コンソール)
1.

前提条件で設定した AWS Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console
にサインインし、Firewall Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms) を開きま
す。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「ステップ 2: AWS Firewall Manager
管理者アカウントを設定する (p. 353)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Switch to AWS WAF Classic] (AWS WAF Classic に切り替える) を選択し
ます。

3.

AWS WAF Classic ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。

4.
5.

編集するルールグループを選択します。
[Edit rule group] (ルールグループの編集) を選択します。

6.

ルールを追加するには、次のステップを実行します。
a.

ルールを選択し、[Add rule to rule group] (ルールグループへのルールの追加) を選択します。ルー
ルの条件に一致するリクエストを許可するか、ブロックするか、カウントするかを選択します。
選択の詳細については、「AWS WAF Classic の仕組み (p. 243)」を参照してください。ルール
グループにさらにルールを追加するには、この操作を繰り返します。

Note
b.
7.

レートベースのルールをルールグループに追加することはできません。
[Update] (更新) を選択します。

ルールを削除するには、次のステップを実行します。
a.
b.

削除するルールの横にある [X] を選択します。ルールグループからさらにルールを削除するに
は、この操作を繰り返します。
[Update] (更新) を選択します。

AWS WAF Classic ルールを有効にするための AWS
Firewall Manager の開始方法
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF ルール、AWS WAF Classic ルール、AWS Shield Advanced 保護、および Amazon VPC セキュ
リティグループを有効にするために AWS Firewall Manager を使用できます。セットアップのステップは
それぞれ少し異なります。
• Firewall Manager により、最新バージョンの AWS WAF を使用するルールを有効にする場合は、このト
ピックを使用しないでください。代わりに、「AWS Firewall ManagerAWS WAF ポリシーを使用した開
始方法 (p. 358)」のステップに従います。
• Firewall Manager を使用して AWS Shield Advanced 保護を有効にするには、「AWS Firewall
ManagerAWS Shield Advanced ポリシーを使用した開始方法 (p. 360)」のステップに従います。
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• Firewall Manager を使用して Amazon VPC セキュリティグループを有効にするには、「AWS Firewall
Manager Amazon VPC セキュリティグループポリシーの使用を開始する (p. 363)」のステップに従い
ます。
Firewall Manager を使用して AWS WAF Classic ルールを有効にするには、次のステップを実行します。
トピック
• ステップ 1: 前提条件を満たす (p. 310)
• ステップ 2: ルールを作成する (p. 310)
• ステップ 3: ルールグループを作成する (p. 310)
• ステップ 4: AWS Firewall ManagerAWS WAF Classic ポリシーを作成して適用する (p. 311)

ステップ 1: 前提条件を満たす
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。ステップ 2: ルールを作成
する (p. 310) に進む前に、すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 2: ルールを作成する
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
このステップでは、AWS WAF Classic を使用してルールを作成します。AWS Firewall Manager で使用す
る AWS WAF Classic ルールが既に存在する場合は、このステップをスキップして、「ステップ 3: ルール
グループを作成する (p. 310)」に進んでください。

Note
AWS WAF Classic コンソールを使用してルールを作成します。

AWS WAF Classic ルールを作成するには (コンソール)
•

ルールを作成し、ルールに条件を追加します。詳細については、「ルールの作成と条件の追
加 (p. 290)」を参照してください。

これで ステップ 3: ルールグループを作成する (p. 310) に進む準備ができました。

ステップ 3: ルールグループを作成する
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
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合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。

ルールグループは、特定の一連の条件が満たされたときに実行するアクションを定義する一連のルールで
す。AWS Marketplace のマネージドルールグループを使用できます。また、独自のルールグループを作
成することもできます。マネージドルールグループの詳細については、「AWS Marketplace ルールグルー
プ (p. 293)」を参照してください。
独自のルールグループを作成するには、次の手順を実行します。

ルールグループを作成するには (コンソール)
1.

前提条件で設定した AWS Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console
にサインインし、Firewall Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms) を開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

前提条件を満たしていない場合、問題を修正する方法についての指示がコンソールに表示されます。
指示に従った後、このステップ (ルールグループを作成) を再試行します。前提条件を満たしている場
合は、[Close] (閉じる) を選択します。

4.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
[Policy type] (ポリシータイプ) で、[AWS WAF Classic] (AWS WAF Classic) を選択します。

5.

[Create an AWS Firewall Manager policy and add a new rule group] (AWS Firewall Manager ポリシー
を作成して新しいルールグループを追加する) を選択します。

6.

AWS リージョン を選択し、[Next] (次へ) を選択します。

7.

既にルールを作成しているため、条件を作成する必要はありません。[Next] (次へ) を選択します。

8.

既にルールを作成しているため、ルールを作成する必要はありません。[Next] (次へ) を選択します。

9.

[Create rule group] (ルールグループの作成) を選択します。

10. [Name] (名前) で、わかりやすい名前を入力します。
11. AWS WAF Classic によって作成されてルールグループに関連付けられる CloudWatch メトリクスの
名前を入力します。名前に使用できるのは英数字 (A～Z、a～z、0～9) または特殊文字 _-!"#`+*},./ で
す。空白を含めることはできません。
12. ルールを選択してから、[Add rule] (ルールの追加) を選択します。ルールには、ルールの条件に一致
するリクエストを許可するか、ブロックするか、カウントするかを選択できるアクション設定があり
ます。このチュートリアルでは、[Count] (カウント) を選択します。ルールグループに必要なすべての
ルールを追加するまで、ルールの追加を繰り返します。
13. [Create] (作成) を選択します。
これで ステップ 4: AWS Firewall ManagerAWS WAF Classic ポリシーを作成して適用する (p. 311) に進
む準備ができました。

ステップ 4: AWS Firewall ManagerAWS WAF Classic
ポリシーを作成して適用する
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
311

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ステップ 4: AWS Firewall ManagerAWS
WAF Classic ポリシーを作成して適用する
ルールグループを作成したら、AWS Firewall Manager AWS WAF ポリシーを作成します。Firewall
Manager の AWS WAF ポリシーには、リソースに適用するルールグループが含まれています。

Firewall Manager の AWS WAF ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

ルールグループを作成すると (前の手順の最後のステップ「ステップ 3: ルールグループを作成す
る (p. 310)」)、[Rule group summary] (ルールグループの概要) ページがコンソールに表示されま
す。[Next] (次へ) を選択します。

2.

[Name] (名前) で、わかりやすい名前を入力します。

3.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[WAF] を選択します。

4.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront のリソースを保護す
るには、[Global] (グローバル) を選択します。
複数のリージョンのリソース (CloudFront リソースを除く) を保護するには、各リージョンに別々の
Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。

5.

追加するルールグループを選択して、[Add rule group] (ルールグループの追加) を選択します。

6.

ポリシーには、[Action set by rule group] (ルールグループによって設定されたアクション) と [Count]
(カウント) の 2 つのアクションがあります。ポリシーをテストする場合は、アクションを [Count] (カ
ウント) に設定します。このアクションは、ポリシーに含まれるルールグループで指定されたブロッ
クアクションを上書きします。つまり、ポリシーのアクションが [Count] (カウント) に設定されてい
る場合、リクエストはカウントされ、ブロックされません。逆に、ポリシーのアクションを [Action
set by rule group] (ルールグループによって設定されたアクション) に設定すると、ポリシー内のルー
ルグループのアクションが使用されます。このチュートリアルでは、[Count] (カウント) を選択しま
す。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

ポリシーに特定のアカウントのみを含める場合やポリシーから特定のアカウントを除外する場合に
は、[Select accounts to include/exclude from this policy (optional)] (このポリシーに含める/除外する
アカウントを選択する (オプション)) を選択します。[Include only these accounts in this policy] (この
アカウントのみをこのポリシーに含める) あるいは [Exclude these accounts from this policy](このア
カウントをこのポリシーから除外する) のどちらかを選択します 1 つのオプションのみを選択できま
す。[Add] (追加) を選択します。含めるアカウント番号または除外するアカウント番号を選び、[OK]
を選択します。

Note
このオプションを選択しない場合、Firewall Manager は AWS Organizations の組織内のすべ
てのアカウントにポリシーを適用します。組織に新しいアカウントを追加すると、Firewall
Manager はそのアカウントにポリシーを自動的に適用します。
9.

保護するリソースのタイプを選択します。

10. 特定のタグを持つリソースのみを保護する場合、または特定のタグを持つリソースを除外する場合
は、[Use tags to include/exclude resources] (タグを使用してリソースを含める/除外する) を選択し、
タグを入力してから、[Include] (含める) または [Exclude] (除外) を選択します。1 つのオプションのみ
を選択できます。
複数のタグをコンマで区切って入力する場合、リソースにこれらのタグのいずれかがある場合は一致
するとみなされます。
タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
11. [Create and apply this policy to existing and new resources] (既存および新規のリソースにこのポリ
シーを作成して適用する) を選択します。
このオプションは、AWS Organizations の組織内の各関連アカウントにウェブ ACL を作成し、アカウ
ント内の特定のリソースにウェブ ACL を関連付けます。このオプションは、前述の基準 (リソースタ
イプとタグ) に一致するすべての新しいリソースにもポリシーを適用します。また、[Create but do not
apply this policy to existing or new resources] (作成するが既存および新規のリソースにこのポリシー
を適用しない) を選択する場合は、Firewall Manager により組織内の各関連アカウントにウェブ ACL
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が作成されますが、ウェブ ACL はいずれのリソースにも適用されません。ポリシーは後でリソースに
適用する必要があります。

12. [Replace existing associated web ACLs] (既存の関連付けられたウェブ ACL を置換) の選択肢は、デ
フォルト設定のままにします。
このオプションを選択すると、Firewall Manager は、新しいポリシーのウェブ ACL を関連付ける前
に、範囲内のリソースから既存のウェブ ACL の関連付けをすべて削除します。
13. [Next] (次へ) を選択します。
14. 新しいポリシーを確認します。設定を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。ポリシーが完成した
ら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

チュートリアル: 階層ルールによる AWS Firewall
Manager ポリシーの作成
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS Firewall Manager では、階層ルールが含まれた AWS WAF Classic 保護ポリシーを作成および適用で
きます。つまり、特定のルールを一元的に作成および適用し、アカウント固有ルールの作成やメンテナン
スを個々のユーザーに委任できるということです。一元的に適用する (共通) ルールを常に一貫して適用す
るために、誤操作による削除やその他の処理が行われないようモニタリングできます。アカウント固有の
ルールでは、個々のチームのニーズに合わせてカスタマイズされた保護をさらに追加できます。

Note
AWS WAF の最新バージョンでは、この機能が組み込まれており、特別な対処は必要ありませ
ん。AWS WAF Classic をまだ使用していない場合は、代わりに最新バージョンを使用します。
「AWS WAF の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 373)」を参照してください。
次のチュートリアルでは、保護ルールの階層セットを作成する方法について説明します。
トピック
• ステップ 1: Firewall Manager 管理者アカウントを指定する (p. 313)
• ステップ 2: Firewall Manager 管理者アカウントを使用してルールグループを作成する (p. 314)
• ステップ 3: Firewall Manager ポリシーを作成して共通のルールグループをアタッチする (p. 314)
• ステップ 4: アカウント固有のルールを追加する (p. 314)
• 結論 (p. 314)

ステップ 1: Firewall Manager 管理者アカウントを指定
する
AWS Firewall Manager を使用するには、組織内のアカウントを Firewall Manager 管理者アカウントとし
て指定する必要があります。このアカウントは、組織内の管理アカウントまたはメンバーアカウントのい
ずれでもかまいません。
Firewall Manager 管理者アカウントを使用すると、組織内の他のアカウントに適用する一連の共通ルール
を作成できます。組織内の他のアカウントでは、このように一元的に適用されたルールを変更することは
できません。
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アカウントを Firewall Manager 管理者アカウントに指定して、Firewall Manager を使用するための外の前
提条件を満たすには、「AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352)」の説明を参照してください。前提
条件を既に満たしている場合は、このチュートリアルのステップ 2 に進むことができます。

このチュートリアルでは、この管理者アカウントを Firewall-Administrator-Account と呼びます。

ステップ 2: Firewall Manager 管理者アカウントを使用
してルールグループを作成する
次に、Firewall-Administrator-Account を使用してルールグループを作成します。このルール
グループには、次のステップで作成するポリシーで管理されるすべてのメンバーアカウントに適用する
共通ルールを指定します。これらのルールとコンテナルールグループを変更できるのは、FirewallAdministrator-Account のみです。
このチュートリアルでは、このコンテナルールグループを Common-Rule-Group と呼びます。
ルールグループを作成するには、「AWS WAF Classic ルールグループの作成 (p. 307)」の手順を
参照してください。これらの手順に従う際には、Firewall Manager 管理者アカウント (FirewallAdministrator-Account) を使用してコンソールにサインインしておいてください。

ステップ 3: Firewall Manager ポリシーを作成して共通
のルールグループをアタッチする
Firewall-Administrator-Account を使用して、Firewall Manager ポリシーを作成します。このポリ
シーを作成する場合は、次を実行する必要があります。
• 新しいポリシーに Common-Rule-Group を追加する。
• Common-Rule-Group を適用する組織内のすべてのアカウントを含める。
• Common-Rule-Group を適用するすべてのリソースを追加する。
ポリシーの作成手順については、「AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 372)」を参照してくださ
い。
これにより、指定された各アカウントにウェブ ACL が作成され、各ウェブ ACL に Common-Rule-Group
が追加されます。ポリシーの作成後、このウェブ ACL および共通ルールは、指定されたすべてのアカウン
トにデプロイされます。
このチュートリアルでは、このウェブ ACL を Administrator-Created-ACL と呼びます。これで、組
織内の指定されたメンバーアカウントごとに、一意の Administrator-Created-ACL が作成されます。

ステップ 4: アカウント固有のルールを追加する
組織内の各メンバーアカウントは、アカウントに存在する Administrator-Created-ACL に、
アカウント固有のルールを自分で追加できます。アカウント固有の新しいルールとともに、既に
Administrator-Created-ACL に含まれている共通ルールも引き続き適用されます。AWS WAF では、
ウェブ ACL にルールが指定されている順序に基づいて、ウェブリクエストの検査が行われます。これ
は、Administrator-Created-ACL とアカウント固有のルールの両方に当てはまります。
ルールを Administrator-Created-ACL に追加するには、「ウェブ ACL の編集 (p. 20)」を参照してく
ださい。

結論
これで、Firewall Manager 管理者が管理する共通ルールが含まれたウェブ ACL と、各メンバーアカウント
で管理するアカウント固有のルールを作成できました。
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各アカウントの Administrator-Created-ACL は、1 つの Common-Rule-Group を参照しています。
このため、今後 Firewall Manager 管理者アカウントによって Common-Rule-Group が変更されると、各
メンバーアカウントに直ちに反映されます。
メンバーアカウントでは、Common-Rule-Group に指定されている共通ルールを変更または削除すること
はできません。
アカウント固有のルールは、他のアカウントに影響しません。

ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ログ記録を有効にして、ウェブ ACL で分析されるトラフィックに関する詳細情報を取得できます。このロ
グの情報には、AWS リソースから AWS WAF Classic がリクエストを受信した時間、このリクエストの詳
細と各リクエストが一致させるルールのアクションが含まれます。
開始するには、Amazon Kinesis Data Firehose をセットアップします。このプロセスの一環として、ログ
の保存先を選択します。次に、ログ記録を有効にするウェブ ACL を選択します。ログ記録を有効にする
と、AWS WAF は Firehose を介して保存先にログを送信します。
Amazon Kinesis Data Firehose を作成し、保存されているログを確認する方法については、「What Is
Amazon Kinesis Data Firehose?」(Amazon Kinesis Data Firehose とは) を参照してください。Kinesis
Data Firehose の設定に必要な許可を理解するには、「Controlling Access with Amazon Kinesis Data
Firehose」(Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセスの制御) を参照してください。
ログ記録を正常に有効化するには、次の許可がある必要があります。
• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• waf:PutLoggingConfiguration
サービスにリンクされたロールおよび iam:CreateServiceLinkedRole 許可の詳細については、
「AWS WAF Classic のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 342)」を参照してください。

ウェブ ACL でログ記録を有効にするには
1.

Amazon Kinesis Data Firehose を「aws-waf-logs-」で始まるプレフィックスを使用して作成します
(例: aws-waf-logs-us-east-2-analytics)。PUT ソースを使用して、動作しているリージョンで
データ Firehose を作成します。Amazon CloudFront のログをキャプチャしている場合は、米国東部
(バージニア北部) に Firehose を作成します。詳細については、「Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームの作成」を参照してください。

Important
ソースとして Kinesis stream を選択しないでください。
1 つの AWS WAF Classic ログは、1 つの Kinesis Data Firehose レコードに相当します。
通常の場合に 1 秒あたり 10,000 リクエストを受信し、完全ログを有効にすると、Kinesis
Data Firehose では 1 秒あたり 10,000 レコードに設定されます。Kinesis Data Firehose を正
しく設定しないと、AWS WAF Classic はすべてのログを記録しません。詳細については、
「Amazon Kinesis Data Firehose のクォータ」を参照してください。
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2.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

4.

ログ記録を有効にするウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳
細を含むページが開きます。

5.

[Logging] (ログ記録) タブで [Enable logging] (ログの有効化) を選択します。

6.

最初のステップで作成した Kinesis Data Firehose を選択します。「aws-waf-logs-」ではじまる
Firehose を選択する必要があります。

7.

(オプション) 特定のフィールドとその値がログに含まれることを希望しない場合には、このフィール
ドをマスキングします。マスキングするフィールドを選び、[Add] (追加) を選択します。必要に応じ
て手順を繰り返し、追加のフィールドをマスキングします。マスキングされたフィールドは、ログに
XXX と表示されます。例えば、[cookie] フィールドをマスキングした場合、ログ内の [cookie] フィー
ルドは XXX となります。

8.

[Enable logging] (ログの有効化) を選択します。

Note
ログを正常に有効化すると、AWS WAF Classic は、必要な許可を使用してサービスにリンク
されたロールを作成し、Amazon Kinesis Data Firehose にログを書き込みます。詳細につい
ては、「AWS WAF Classic のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 342)」を参照して
ください。

ウェブ ACL でログ記録を無効にするには
1.

ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。

2.

ログ記録を無効にするウェブ ACL の名前を選択します。これにより、右ペインで、ウェブ ACL の詳
細を含むページが開きます。

3.

[Logging] (ログ記録) タブで [Disable logging] (ログの無効化) を選択します。

4.

確認ダイアログボックスで、[Disable logging] (ログの無効化) を選択します。

Example ログの例
{
"timestamp":1533689070589,
"formatVersion":1,
"webaclId":"385cb038-3a6f-4f2f-ac64-09ab912af590",
"terminatingRuleId":"Default_Action",
"terminatingRuleType":"REGULAR",
"action":"ALLOW",
"httpSourceName":"CF",
"httpSourceId":"i-123",
"ruleGroupList":[
{
"ruleGroupId":"41f4eb08-4e1b-2985-92b5-e8abf434fad3",
"terminatingRule":null,
"nonTerminatingMatchingRules":[
{"action" : "COUNT",
"ruleId" : "4659b169-2083-4a91bbd4-08851a9aaf74"}
],
"excludedRules":
[

316

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録
{"exclusionType" :

"EXCLUDED_AS_COUNT",

"ruleId" : "5432a230-0113-5b83-

bbb2-89375c5bfa98"}

]

}
],
"rateBasedRuleList":[

{

"rateBasedRuleId":"7c968ef6-32ec-4fee-96cc-51198e412e7f",
"limitKey":"IP",
"maxRateAllowed":100

},
{
"rateBasedRuleId":"462b169-2083-4a93-bbd4-08851a9aaf30",
"limitKey":"IP",
"maxRateAllowed":100
}
],
"nonTerminatingMatchingRules":[

{"action" : "COUNT",
"ruleId" : "4659b181-2011-4a91-bbd4-08851a9aaf52"}
],

"httpRequest":{

"clientIp":"192.10.23.23",
"country":"US",
"headers":[
{

"name":"Host",
"value":"127.0.0.1:1989"
},
{
"name":"User-Agent",
"value":"curl/7.51.2"
},
{
"name":"Accept",
"value":"*/*"
}

],
"uri":"REDACTED",
"args":"usernam=abc",
"httpVersion":"HTTP/1.1",
"httpMethod":"GET",
"requestId":"cloud front Request id"
}

}

以下ではこれらのログに示されている各項目について説明しています。
timestamp
タイムスタンプ (ミリ秒単位)。
formatVersion
ログの形式バージョン。
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webaclId
ウェブ ACL の GUID。
terminatingRuleId
リクエストを終了したルールの ID。リクエストを終了したものがない場合、この値は
Default_Action となります。
terminatingRuleType
リクエストを終了したルールのタイプ。可能な値は、RATE_BASED、REGULAR、GROUP です。
action
アクション。終了ルールの可能な値は、ALLOW および BLOCK です。COUNT は、終了ルールの有効
な値ではありません。
terminatingRuleMatchDetails
リクエストに一致した終了ルールに関する詳細情報。終了ルールには、ウェブリクエストに対する検
査プロセスを終了するアクションがあります。終了ルールに対して実行できるアクションは、ALLOW
および BLOCK です。これは、SQL インジェクションおよびクロスサイトスクリプティング (XSS) 一
致ルールステートメントに対してのみ設定されます。複数の対象を検査するすべてのルールステート
メントと同様、AWS WAF は最初の一致にアクションを適用し、ウェブリクエストの検査を停止しま
す。終了アクションを伴うウェブリクエストには、ログで報告された脅威に加えて、他の脅威が含ま
れている可能性があります。
httpSourceName
リクエストの送信元。有効な値: CF (ソースが Amazon CloudFront である場合)、APIGW (ソースが
Amazon API Gateway である場合)、および ALB (ソースが Application Load Balancer である場合)。
httpSourceId
ソース ID。このフィールドには、関連する Amazon CloudFront ディストリビューションの ID、API
Gateway の REST API、または Application Load Balancer の名前が表示されます。
ruleGroupList
このリクエストで動作したルールグループのリスト。前述のコード例では、1 つのみです。
ruleGroupId
ルールグループの ID ルールがリクエストをブロックした場合、ruleGroupID の ID
は、terminatingRuleId の ID と同じです。
terminatingRule
リクエストを終了したルールグループ内のルール。これが null 以外の値の場合、[ruleId] および
[action] (アクション) も含まれます。この場合、アクションは常に BLOCK です。
nonTerminatingMatchingRules
リクエストに一致するルールグループ内のルールのリスト。これは常に COUNT ルール (一致する非
終了ルール) です。
action (nonTerminatingMatchingRules group)
これは常に COUNT (一致する非終了ルール) です。
ruleId (nonTerminatingMatchingRules group)
リクエストに一致する非終了ルールグループ内のルールの ID。これが COUNT ルールです。
excludedRules
除外されているルールグループ内のルールのリスト。これらのルールのアクションは [COUNT] に設
定されます。
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exclusionType (excludedRules group)
除外されたルールにアクション COUNT があることを示すタイプ。
ruleId (excludedRules group)
除外されたルールグループ内のルールの ID。
rateBasedRuleList
このリクエストで動作したレートベースのルールのリスト。
rateBasedRuleId
このリクエストで動作したレートベースのルールの ID。このリクエストが終了した場
合、rateBasedRuleId の ID は、terminatingRuleId の ID と同じです。
limitKey
このフィールドは、リクエストが単一ソースから送信された可能性が高いためにレートモニタリング
の対象となるかを AWS WAF が判断するために使用されます。可能性のある値は IP です。
maxRateAllowed
5 分間に許可される limitKey で指定されたフィールドに同じ値を持つ、リクエストの最大数。リク
エストの数が maxRateAllowed を超え、このルールで指定されるほかの述語が一致した場合、AWS
WAF はこのルールで指定されるアクションをトリガーします。
httpRequest
リクエストに関するメタデータです。
clientIp
リクエストを送信するクライアントの IP アドレス。
country
リクエストの送信国。AWS WAF が発信元の国を特定できない場合は、このフィールドを [-] に設定
します。
headers
ヘッダーの一覧。
uri
リクエストの URI。上記のコードの例では、このフィールドがマスキングされた場合の値を示してい
ます。
args
クエリ文字列。
httpVersion
HTTP のバージョン。
httpMethod
リクエストの HTTP メソッド。
requestId
リクエストの ID。
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レートベースのルールごとにブロックされている
IP アドレスの一覧表示
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic は、レートベースのルールでブロックされている IP アドレスの一覧を表示します。

レートベースのルールごとにブロックされているアドレスを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして AWS WAF コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
ナビゲーションペインに、[Switch to AWS WAF Classic] ( Classic に切り替える) が表示されたら、そ
れを選択します。

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

[Name] (名前) 列で、レートベースのルールを選択します。
一覧には、ルールによって現在ブロックされている IP アドレスが表示されます。

AWS WAF Classic と Amazon CloudFront の機能と
の連携
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
ウェブ ACL を作成するときに、AWS WAF Classic で検査する 1 つ以上の CloudFront ディストリビュー
ションを指定できます。AWS WAFClassic は、ウェブ ACL で指定した条件に基づいて、それらのディス
トリビューションに対するウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントし始めます。CloudFront
には、AWS WAF Classic の機能を強化するいくつかの機能が用意されています。この章では、CloudFront
と AWS WAF Classic がより効果的に連携するように CloudFront を設定できるいくつかの方法について説
明します。
トピック
• CloudFront カスタムエラーページでの AWS WAF Classic の使用 (p. 321)
• 独自の HTTP サーバーで実行されているアプリケーションへの CloudFront での AWS WAF Classic の
使用 (p. 321)
• CloudFront が応答する HTTP メソッドの選択 (p. 322)
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CloudFront カスタムエラーページでの AWS WAF
Classic の使用
AWS WAF Classic は、指定した条件に基づいてウェブリクエストをブロックすると、CloudFront に
HTTP ステータスコード 403 (Forbidden) (禁止) を返します。次に、CloudFront はそのステータスコード
をビューワーに返します。ビューワーには、以下のような簡潔で特に書式設定されていないデフォルト
メッセージが表示されます。
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.
デフォルトメッセージはなく、お客様のウェブサイトの他のページと同じ書式設定のカスタムエラーメッ
セージを表示することを希望する場合は、カスタムエラーメッセージを含むオブジェクト (HTML ファイル
など) をビューワーに返すように CloudFront を設定できます。

Note
CloudFront は、オリジンによって返された HTTP ステータスコード 403 と、リクエストがブロッ
クされたときに AWS WAF Classic によって返された HTTP ステータスコード 403 とを区別でき
ません。つまり、HTTP ステータスコード 403 のさまざまな原因に基づいて、異なるカスタムエ
ラーページを返すことはできません。
CloudFront カスタムエラーページの詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「エ
ラーレスポンスのカスタマイズ」を参照してください。

独自の HTTP サーバーで実行されているアプリケー
ションへの CloudFront での AWS WAF Classic の使用
AWS WAF Classic と CloudFront を使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で実行
されている Web サーバーであるか、個人的に管理している Web サーバーかにかかわらず、任意の HTTP
Web サーバーで実行されているアプリケーションを保護できます。CloudFront と独自のウェブサーバー
間、およびビューワーと CloudFront の間で HTTPS が必須になるように CloudFront を設定することもで
きます。
CloudFront と独自のウェブサーバー間での HTTPS の必須化
CloudFront と独自のウェブサーバー間で HTTPS を必須にするには、CloudFront カスタムオリジン機能を
使用し、特定のオリジンの [Origin Protocol Policy] (オリジンプロトコルポリシー) および [Origin Domain
Name] (オリジンドメイン名) の設定を構成します。CloudFront 設定では、オリジンからオブジェクトを
フェッチするとき CloudFront で使用するポートとプロトコルとともに、サーバーの DNS 名を指定できま
す。また、カスタムオリジンサーバー上の SSL/TLS 証明書が、設定したオリジンドメイン名と一致するこ
とを確認する必要もあります。AWS の外部にある独自の HTTP ウェブサーバーを使用している場合、信
頼されたサードパーティー認証機関 (CA) (Comodo、DigiCert、Symantec など) によって署名された証明
書を使用する必要があります。CloudFront と独自のウェブサーバー間の通信に HTTPS を要求する方法の
詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「CloudFront とカスタムオリジン間の通
信で HTTPS を必須にする」のトピックを参照してください。
ビューワーと CloudFront との間での HTTPS の必須化
ビューワーと CloudFront の間に HTTPS を要求するために、CloudFront ディストリビューションの 1 つ
以上のキャッシュ動作のビューワープロトコルポリシーを変更できます。ビューワーと CloudFront 間
での HTTPS の使用の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「ビューワーと
CloudFront 間の通信で HTTPS を必須にする」のトピックを参照してください。独自の SSL 証明書を
使用して、ビューワーが独自のドメイン名を使用して HTTPS 経由で CloudFront ディストリビューショ
ンに接続できるようにすることもできます (例: https://www.mysite.com)。詳細については、「Amazon
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CloudFront デベロッパーガイド」の「代替ドメイン名とHTTPS を使用する」のトピックを参照してくだ
さい。

CloudFront が応答する HTTP メソッドの選択
Amazon CloudFront のウェブディストリビューションを作成するときは、CloudFront によって処理されて
オリジンに転送される HTTP メソッドを選択します。次のオプションから選択できます。
• [GET, HEAD] - CloudFront を使用して、オリジンからのオブジェクトの取得またはオブジェクトヘッ
ダーの取得のみを行うことができます。
• [GET, HEAD, OPTIONS] - CloudFront を使用して、オリジンからのオブジェクトの取得、オブジェクト
ヘッダーの取得、またはオリジンサーバーがサポートするオプションのリスト取得のみを行うことがで
きます。
• [GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE] - CloudFront を使用して、オブジェクトの
取得、追加、更新、削除、およびオブジェクトヘッダーの取得を行うことができます。また、ウェブ
フォームからのデータの送信など、その他の POST 操作も実行できます。
また、AWS WAF Classic 文字列一致条件を使用して、HTTP メソッドに基づいてリクエストを許可また
はブロックすることもできます (「文字列一致条件の使用 (p. 278)」を参照)。CloudFront がサポートす
るメソッドの組み合わせ (GET や HEAD など) を使用する場合は、他のメソッドを使用するリクエストを
ブロックするように AWS WAF Classic を設定する必要はありません。CloudFront がサポートしないメ
ソッドの組み合わせ (GET、HEAD、POST など) を使用する場合は、すべてのメソッドに応答するように
CloudFront を設定してから、AWS WAF Classic により他のメソッドを使用するリクエストをブロックで
きます。
が応答するメソッドの選択の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」で「ウェブ
ディストリビューションを作成または更新する場合に指定する値」トピックの「許可される HTTP メソッ
ド」を参照してください。

AWS WAF Classic のセキュリティ
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう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 とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、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審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。AWS WAF Classic に適用されるコンプライアンス
プログラムについては、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照
してください。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
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このドキュメントは、AWS WAF Classic を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ち
ます。次のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を達成するように AWS WAF Classic
を設定する方法を示します。また、AWS WAF Classic リソースのモニタリングや保護に役立つその他の
AWS のサービスを利用する方法についても説明します。
トピック
• AWS WAF Classic でのデータ保護 (p. 323)
• AWS WAF Classic での Identity and Access Management (p. 324)
• AWS WAF Classic でのログ記録とモニタリング (p. 346)
• AWS WAF Classic のコンプライアンス検証 (p. 347)
• AWS WAF Classic の回復力 (p. 348)
• AWS WAF Classic のインフラストラクチャセキュリティ (p. 348)

AWS WAF Classic でのデータ保護
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS 責任共有モデルは、AWS WAF Classic におけるデータ保護に適用されます。このモデルで説明され
ているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する
責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維
持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タ
スクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参
照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ に投稿された「AWS
責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、そ
れぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータ
を保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは 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。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で AWS WAF Classic または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前
に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバー
への URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めない
ように強くお勧めします。
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AWS WAF Classic エンティティ (ウェブ ACL、ルール、条件など) は、中国 (北京) や中国 (寧夏) など、暗
号化が利用できない特定のリージョンを除き、保管時に暗号化されます。リージョンごとに一意の暗号化
キーが使用されます。

AWS WAF Classic リソースの削除
AWS WAF Classic で作成したリソースを削除できます。次のセクションの各リソースタイプのガイダンス
を参照してください。
• ウェブ ACL の削除 (p. 303)
• AWS WAF Classic ルールグループからルールの追加と削除 (p. 308)
• ルールの削除 (p. 293)

AWS WAF Classic での Identity and Access
Management
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic にアクセスするには、認証情報が必要です。これらの認証情報には、AWS WAF
Classic リソースまたは Amazon S3 バケットなどの AWS リソースにアクセスするための許可が必要で
す。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と AWS WAF Classic を使用し
て、リソースにアクセスできるユーザーを制御することで、リソースをセキュリティで保護する方法につ
いて詳しく説明します。
• 認証 (p. 324)
• アクセスコントロール (p. 325)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー - AWS アカウント を作成する際は、アカウント内のすべての AWS
のサービス とリソースに対する完全なアクセス権を持つ 1 つのサインイン ID を使用して開始します。
この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレス
とパスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザー
を使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルート
ユーザーのみが実行できるタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタス
クの完全なリストについては、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」
を参照してください。
• IAM ユーザー - IAM ユーザーは、特定のカスタム許可 (AWS WAF Classic でルールを作成するための許
可など) を持つ AWS アカウント 内のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパスワードは、AWS
Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または AWS Support センターなどのセ
キュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、 SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI)を使用してプログラム的に AWS の
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サービスにアクセスするときに使用できます。SDK と CLI ツールでは、アクセスキーを使用してリクエ
ストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があり
ます。AWS WAFClassic では、署名バージョン 4 がサポートされています。これは、インバウンド API
リクエストを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリ
ファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、
ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション ID に許可を割り当てるには、ロールを作成し
てそのロールの許可を定義します。フェデレーション ID が認証されると、その ID はロールに関連付
けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM
ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party Identity Provider」(サードパーティーアイデン
ティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使
用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御する
ため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM のロールに関連付けます。許可セットの詳
細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「許可
セット」を参照してください。

• AWS のサービスアクセス - サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行する
ために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除で
きます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロールの
作成」を参照してください。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、許可が付与されている場合を除き、AWS WAF
Classic リソースの作成やアクセスはできません。例えば、AWS WAF Classic のウェブ ACL またはルー
ルを作成する許可が必要です。
次のセクションでは、AWS WAF Classic の許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセク
ションを読むことをお勧めします。
• AWS WAF Classic リソースに対する許可の管理の概要 (p. 326)
• AWS WAF Classic でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 330)
• AWS WAF Classic API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)
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AWS Identity and Access Management
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic は AWS Identity and Access Management (IAM) と統合します。このサービスを組織で
利用すると、次のことを実行できます。
• 組織の AWS アカウント でユーザーとグループを作成する
• AWS アカウント のリソースをアカウントのユーザーと共有する
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てる
• サービスとリソースへのユーザーアクセスを制御する
例えば、AWS WAF Classic で IAM を使用して、AWS アカウント のどのユーザーが新しいウェブ ACL を
作成できるかを制御できます。
IAM の一般的な情報については、次のドキュメントを参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM 開始方法ガイド
• IAM ユーザーガイド

AWS WAF Classic リソースに対する許可の管理の概要
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチできます。一部のサービスは、許可ポリシーをリソースにア
タッチすることができます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
許可を付与する場合、許可を取得するユーザー、取得する許可の対象となるリソース、およびそれらのリ
ソースに対して許可される特定のオペレーションを決定します。

トピック
• AWS WAF Classic リソースおよびオペレーション (p. 327)
• リソース所有権について (p. 328)
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• リソースへのアクセスの管理 (p. 328)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 329)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 330)

AWS WAF Classic リソースおよびオペレーション
AWS WAF Classic では、リソースはウェブ ACL とルールです。AWS WAFClassic はバイト一致、IP 一
致、サイズ制約などの条件もサポートしています。
これらのリソースと条件には、次の表に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けら
れています。
AWS WAF コン
ソールでの名前

AWS WAF SDK/
CLI での名前

ARN 形式

ウェブ ACL

WebACL

arn:aws:waf::account:webacl/ID

ルール

Rule

arn:aws:waf::account:rule/ID

文字列一致条件

ByteMatchSet

arn:aws:waf::account:bytematchset/
ID

SQL のインジェ
クション一致の
状態

SqlInjectionMatchSet
arn:aws:waf::account:sqlinjectionset/
ID

サイズ制約条件

SizeConstraintSet
arn:aws:waf::account:sizeconstraintset/
ID

IP 一致条件

IPSet

arn:aws:waf::account:ipset/ID

クロスサイトス
クリプティング
一致条件

XssMatchSet

arn:aws:waf::account:xssmatchset/
ID

AWS WAF Classic リソースのサブセットへのアクセスを許可または拒否するには、ポリシーの
resource 要素にリソースの ARN を含めます。AWS WAF Classic の ARN の形式は次のとおりです。
arn:aws:waf::account:resource/ID

[account] (アカウント)、[resource] (リソース)、および [ID] 変数を有効な値に置き換えます。有効
な値は次のとおりです。
• [account] (アカウント): AWS アカウント の ID。値を指定する必要があります。
• [resource] (リソース): AWS WAF Classic リソースのタイプ。
• ID: AWS WAF Classic リソースの ID、または ワイルドカード (*)。ワイルドカードは、指定した AWS
アカウント に関連付けられている、指定したタイプのすべてのリソースを示します。
例えば、次の ARN はアカウント 111122223333 のすべてのウェブ ACL を指定します。
arn:aws:waf::111122223333:webacl/*

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「リソース」を参照してください。
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AWS WAF Classic では、AWS WAF Classic リソースを操作する一連のオペレーションが用意されていま
す。可能なオペレーションのリストについては、「アクション」を参照してください。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース 所有者とは、リソース
の作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ (ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM
ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組みを示しています。
• AWS アカウント のルートアカウントの認証情報を使用して AWS WAF Classic リソースを作成する
と、AWS アカウント アカウントはそのリソースの所有者になります。
• AWS アカウント で IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに AWS WAF Classic リソースを作成するた
めの許可を付与すると、ユーザーは AWS WAF Classic リソースを作成できます。ただし、ユーザーが
属するアカウントが AWS WAF Classic リソースを所有します。
• AWS WAF Classic リソースを作成する許可を持つ AWS アカウント に IAM ロールを作成する場合は、
ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーも AWS WAF Classic リソースを作成できます。
ロールが属するアカウントが AWS WAF Classic リソースを所有します。

リソースへのアクセスの管理
許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、許可のポリシーを作成
するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS WAF Classic のコンテキストでの IAM の使用について説明します。
これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーションに
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシー構文の詳
細と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレンス」を参照して
ください。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシーと呼ばれ、リ
ソースに関連付けられたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS WAFClassic では、ア
イデンティティベースのポリシーのみがサポートされています。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 328)
• リソースベースのポリシー (p. 329)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーをアタッチする - アカウント管理者は、特定の
ユーザーに関連付けられる許可ポリシーを使用して、そのユーザーに AWS WAF Classic リソースを作
成する許可を付与することができます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) – アイデンティティベースの許
可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例え
ば、アカウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS
のサービスにクロスアカウント許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
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3. 次に、アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける許可を委任できま
す。これにより、アカウント B のユーザーは、アカウント A のリソースを作成またはアクセスでき
ます。AWS のサービスにロールを引き受ける許可を付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパルは
AWS のサービスのプリンシパルにもなります。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
すべてのリソースの waf:ListRules アクションの許可を付与するポリシーの例を次に示します。現在の
実装では、AWS WAF Classic で一部の API アクションについて、リソース ARN (リソースレベルの許可
と呼ばれる) を使用した特定のリソースの識別がサポートされていません。そのため、ワイルドカード文
字 (*) を指定する必要があります。
{

}

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

AWS WAF Classic でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「AWS WAF
Classic でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 330)」を参照してください。
ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティ
(ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例えば、
ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対する許可を管理できます。AWS WAF はリ
ソースベースのポリシーをサポートしていません。

AWS WAF Classic タグに基づく承認
タグを AWS WAF Classic リソースにアタッチすることも、AWS WAF Classic へのリクエストでタグを渡
すこともできます。タグに基づいてアクセスを制御するには、ポリシーの条件要素でタグ情報を提供しま
す。リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル
AWS WAF Classic リソースごとに (「AWS WAF Classic リソースおよびオペレーション (p. 327)」を参
照)、サービスは一連の API オペレーションを定義します (「AWS WAF Classic API の許可: アクション、
リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照)。こうした API オペレーションへの許可を付与するため
に、AWS WAF Classic はポリシーに定義できる一連のアクションを定義します。API オペレーションを実
行する場合には、複数のアクションに対する許可が必要になることがあります。特定のアクションの許可
を付与した場合は、アクションを許可または拒否するリソースを識別します。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用
するリソースを識別します。詳細については、「AWS WAF Classic リソースおよびオペレーショ
ン (p. 327)」を参照してください。
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• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。例えば、waf:CreateRule 許可では、AWS WAF Classic CreateRule オペレーショ
ンを行うためのユーザー許可が与えられています。
• [Effect] (効果) - ユーザーが特定のアクションをリクエストする時の効果を指定します。これは許可また
は拒否とすることができます。リソースを許可するアクセスを明示的に許可していない場合、アクセス
は暗黙的に拒否されます。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによって
アクセスが許可されている場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• [Principal] (プリンシパル) - アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチ
されているユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。AWS WAF では、リソースベースのポリシー
はサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。
すべての AWS WAF Classic API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「AWS WAF
Classic API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。AWS WAF Classic に固有の条件キーはあ
りません。ただし、一般的な AWS の条件キーを必要に応じて使用できます。AWS キーの完全な一覧につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS WAF Classic でのアイデンティティベースのポリシー (IAM
ポリシー) の使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
このセクションでは、アカウント管理者が IAMアイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可ポ
リシーをアタッチし、それによって AWS WAF Classic リソースでオペレーションを実行する許可を付与
する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
初めに、AWS WAF Classic リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオプ
ションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「AWS WAF Classic リソースに対する許可の管理の概要 (p. 326)」を参照してください。
すべての AWS WAF Classic API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「AWS WAF
Classic API の許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照してください。

トピック
• AWS WAF Classic コンソールの使用に必要な許可 (p. 331)
• AWS WAF Classic の AWS マネージド (事前定義された) ポリシー (p. 331)
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• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 331)

AWS WAF Classic コンソールの使用に必要な許可
AWS WAF Classic コンソールは、AWS WAF Classic リソースの作成および管理のための統合された環境
を提供します。コンソールには、「AWS WAF Classic API の許可: アクション、リソース、条件リファレ
ンス (p. 334)」で説明されている API 固有の許可に加えて、AWS WAF Classic リソースの作成許可を必
要とすることが多い機能やワークフローが多数あります。コンソールのこれらその他の許可の詳細につい
ては、「カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 331)」を参照してください。

AWS WAF Classic の AWS マネージド (事前定義された) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなく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「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
次の AWS マネージドポリシーはアカウントのユーザーにアタッチできます。これらは AWS WAF Classic
に固有です。
• AWSWAFReadOnlyAccess – AWS WAF Classic リソースへの読み取り専用アクセス権を付与します。
• AWSWAFFullAccess – AWS WAF Classic リソースへのフルアクセス権を付与します。
• AWSWAFConsoleReadOnlyAccess – AWS WAF Classic コンソールへの読み取り専用アクセス権を付
与します。これには、AWS WAF および Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load
Balancer、Amazon CloudWatch などの統合サービス用のリソースが含まれます。
• AWSWAFConsoleFullAccess – AWS WAF Classic コンソールへのフルアクセス権を付与します。これ
には、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、Amazon CloudWatch
などの AWS WAF と統合サービス用のリソースが含まれます。

Note
IAM コンソールにサインインし、特定のポリシーを検索することで、これらの許可ポリシーを確
認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、AWS WAF Classic API オペレーションとリソースのための許
可を許可することもできます。これらのカスタムポリシーを、それらの許可を必要としている IAM ユー
ザーまたはグループにアタッチしたり、AWS WAF Classic リソース用に作成したカスタム実行ロール
(IAM ロール) にアタッチしたりできます。

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションの例では、ユーザーにアタッチできるサンプルポリシーのグループが用意されています。
ポリシーを作成するのが初めての場合は、お客様のアカウントに IAM ユーザーを作成し、このセクション
のステップで説明している順番でポリシーをそのユーザーにアタッチすることをお勧めします。
コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポリシーの効果を検証できます。最初
は、ユーザーに許可が付与されていないため、コンソール使用して何もできません。ユーザーにポリシー
をアタッチすることで、ユーザーがコンソールで多様なオペレーションを実行できることを検証できま
す。
2 つのブラウザウィンドウを使用することをお勧めします。1 つでユーザーを作成して許可を付与し、も
う 1 つでユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインして、許可をユーザー
に付与するごとに検証します。
AWS WAF Classic リソースの実行ロールとして使用する IAM ロールの作成例については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。
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サンプルトピック
• 例 1: AWS WAF Classic、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユーザーに付
与する (p. 332)
• 例 2: AWS WAF Classic、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与す
る (p. 332)
• 例 3: 指定した AWS アカウント にアクセス権を付与する (p. 333)
• 例 4: 指定したウェブ ACL に許可を付与する (p. 334)

IAM ユーザーを作成する
まず、IAM ユーザーを作成し、管理者許可を持つ IAM グループにユーザーを追加したら、作成した IAM
ユーザーに管理者許可を付与する必要があります。これにより、特別な URL とそのユーザーの認証情報を
使用して AWS にアクセスできます。
手順については、「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照して
ください。

例 1: AWS WAF Classic、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユー
ザーに付与する
次のポリシーは、ユーザーに AWS WAF Classic リソース、Amazon CloudFront ウェブディストリビュー
ション、Amazon CloudWatch メトリクスへの読み取り専用アクセスを許可します。これは、AWS WAF
Classic の条件、ルール、ウェブ ACL の設定を表示してウェブ ACL に関連付けられているディストリ
ビューションを確認する許可と、CloudWatch でメトリクスとリクエストのサンプルをモニタリングする
許可が必要なユーザーにとって便利です。これらのユーザーは、AWS WAF Classic リソースを作成、更
新、または削除することはできません。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"waf:Get*",
"waf:List*",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

例 2: AWS WAF Classic、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与
する
次のポリシーにより、ユーザーは AWS WAF Classic オペレーションを実行し、CloudFront ウェブディス
トリビューションで任意のオペレーションを実行して、CloudWatch でメトリクスとリクエストのサンプ
ルをモニタリングできます。これは、AWS WAF Classic 管理者であるユーザーにとって便利です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Action": [
"waf:*",
"cloudfront:CreateDistribution",
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:DeleteDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

管理者許可を持つユーザーに対しては多要素認証 (MFA) を設定することを強くお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS でのMulti-Factor Authentication (MFA) の使用」を参照してくだ
さい。

例 3: 指定した AWS アカウント にアクセス権を付与する
このポリシーは、アカウント 444455556666 に次の許可を付与します。
• すべての AWS WAF Classic オペレーションおよびリソースへのフルアクセス。
• ウェブ ACL と CloudFront ディストリビューションを関連付けるための、すべての CloudFront ディスト
リビューションへの読み取りおよび更新アクセス。
• CloudWatch データとリクエストのサンプルを AWS WAF Classic コンソールで表示するための、すべて
の CloudWatch メトリクスおよびメトリクス統計への読み取りアクセス。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"waf:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:waf::444455556666:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:GetDistribution",
"cloudfront:GetDistributionConfig",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
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例 4: 指定したウェブ ACL に許可を付与する
このポリシーは、アカウント 444455556666 の webacl ID 112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example に
次の許可を付与します。
• AWS WAF Classic、Get、Update および Delete オペレーションとリソースへのフルアクセス

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"waf:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:waf::444455556666:webacl/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"
]
}
]

AWS WAF Classic API の許可: アクション、リソース、条件リ
ファレンス
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
アクセスコントロール (p. 325) をセットアップし、IAM アイデンティティ (アイデンティティベースのポ
リシー) にアタッチできる許可ポリシーを作成する際、次の表をリファレンスとして使用できます。この
表は、各 AWS WAF Classic API オペレーション、アクションを実行するための許可を付与できる対応す
るアクション、および許可を付与できる AWS リソースを示しています。ポリシーの Action フィールド
でアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。
AWS WAF Classic ポリシーで AWS 条件キーを使用して、条件を表現することができます。AWS キーの
完全な一覧については、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (waf:CreateIPSet など) の前に waf: プレ
フィックスを使用します。
AWS WAF Classic API とアクションで必要な許可
CreateByteMatchSet
アクション:waf:CreateByteMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:bytematchset/entity-ID
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CreateIPSet
アクション:waf:CreateIPSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:ipset/entity-ID
CreateRule
アクション:waf:CreateRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
CreateRateBasedRule
アクション:waf:CreateRateBasedRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
CreateSizeConstraintSet
アクション:waf:CreateSizeConstraintSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sizeconstraintset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sizeconstraintset/entity-ID
CreateSqlInjectionMatchSet
アクション: waf:CreateSqlInjectionMatchSet、
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sqlinjectionmatchset/entity-ID
CreateWebACL
アクション:waf:CreateWebACL
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
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リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/entity-ID
CreateXssMatchSet
アクション:waf:CreateXssMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:xssmatchset/entity-ID
DeleteByteMatchSet
アクション: waf:DeleteByteMatchSet、
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:bytematchset/entity-ID
DeleteIPSet
アクション:waf:DeleteIPSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:ipset/entity-ID
DeleteRule
アクション:waf:DeleteRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
DeleteRateBasedRule
アクション:waf:DeleteRateBasedRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
DeleteSizeConstraintSet
アクション:waf:DeleteSizeConstraintSet
リソース:
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グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sizeconstraintset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sizeconstraintset/entity-ID
DeleteSqlInjectionMatchSet
アクション:waf:DeleteSqlInjectionMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sqlinjectionmatchset/entity-ID
DeleteWebACL
アクション:waf:DeleteWebACL
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/entity-ID
DeleteXssMatchSet
アクション:waf:DeleteXssMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:xssmatchset/entity-ID
GetByteMatchSet
アクション:waf:GetByteMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:bytematchset/entity-ID
GetChangeToken
アクション:waf:GetChangeToken
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:changetoken/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:changetoken/entity-ID
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GetChangeTokenStatus
アクション:waf:GetChangeTokenStatus
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:changetoken/token-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:changetoken/token-ID
GetIPSet
アクション:waf:GetIPSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:ipset/entity-ID
GetRule
アクション:waf:GetRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
GetRateBasedRule
アクション:waf:GetRateBasedRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
GetRateBasedRuleManagedKeys
アクション:waf:GetRateBasedRuleManagedKeys
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
GetSampledRequests
アクション:waf:GetSampledRequests
リソース: リソースは、API コールで指定したパラメータによって異なります。サンプルのリクエスト
に対応するルールまたはウェブ ACL へのアクセスが許可されている必要があります。例:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/example1 または
arn:aws:waf::account-id:webacl/example2
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リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/example1 または arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/example2
GetSizeConstraintSet
アクション:waf:GetSizeConstraintSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sizeconstraintset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sizeconstraintset/entity-ID
GetSqlInjectionMatchSet
アクション:waf:GetSqlInjectionMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sqlinjectionmatchset/entity-ID
GetWebACL
アクション:waf:GetWebACL
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/entity-ID
GetXssMatchSet
アクション:waf:GetXssMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:xssmatchset/entity-ID
ListByteMatchSets
アクション:waf:ListByteMatchSets
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:bytematchset/entity-ID
ListIPSets
アクション:waf:ListIPSets
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リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:ipset/entity-ID
ListRules
アクション:waf:ListRules
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
ListRateBasedRules
アクション:waf:ListRateBasedRules
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
ListSizeConstraintSets
アクション:waf:ListSizeConstraintSets
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sizeconstraintset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sizeconstraintset/entity-ID
ListSqlInjectionMatchSets
アクション:waf:ListSqlInjectionMatchSets
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sqlinjectionmatchset/entity-ID
ListWebACLs
アクション:waf:ListWebACLs
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/entity-ID
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ListXssMatchSets
アクション:waf:ListXssMatchSets
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:xssmatchset/entity-ID
UpdateByteMatchSet
アクション:waf:UpdateByteMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:bytematchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:bytematchset/entity-ID
UpdateIPSet
アクション:waf:UpdateIPSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:ipset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:ipset/entity-ID
UpdateRule
アクション:waf:UpdateRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
UpdateRateBasedRule
アクション:waf:UpdateRateBasedRule
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:rule/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:rule/entity-ID
UpdateSizeConstraintSet
アクション:waf:UpdateSizeConstraintSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sizeconstraintset/entity-ID
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リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sizeconstraintset/entity-ID
UpdateSqlInjectionMatchSet
アクション:waf:UpdateSqlInjectionMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::accountid:sqlinjectionmatchset/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:sqlinjectionmatchset/entity-ID
UpdateWebACL
アクション:waf:UpdateWebACL
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:webacl/entity-ID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:webacl/entity-ID
UpdateXssMatchSet
アクション:waf:UpdateXssMatchSet
リソース:
グローバル (Amazon CloudFront の場合): arn:aws:waf::account-id:xssmatchset/entityID
リージョンレベル (Application Load Balancer の場合): arn:aws:wafregional:region:account-id:xssmatchset/entity-ID

AWS WAF Classic のサービスにリンクされたロールの使用
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS WAF Classic は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、AWS WAF Classic に直接リンクされた一意のタイプの IAM
ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS WAF Classic によって事前定義されており、お客様
の代わりにサービスから他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、AWS WAF Classic の設定が簡単になります。AWS WAFClassic は、サービスにリンクされたロール
の許可を定義します。特に定義されている場合を除き、AWS WAF Classic のみがそのロールを引き受ける
ことができます。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを
他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールの関連リソースを削除します。これによ
り、リソースへの意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、AWS WAF Classic リソースは保護さ
れます。

342

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

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

AWS WAF Classic 向けのサービスにリンクされたロール許可
AWS WAF Classic では、次のサービスにリンクされたロールを使用します。
• AWSServiceRoleForWAFLogging
• AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging
AWS WAF Classic では、これらのサービスにリンクされたロールを使用して、Amazon Kinesis Data
Firehose にログを書き込みます。これらのロールは、AWS WAF でログインを有効にしている場合にのみ
使用されます。詳細については、「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録 (p. 315)」を参照してくだ
さい。
AWSServiceRoleForWAFLogging および AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging のサービスに
リンクされたロールは、ロールを引き受ける上でそれぞれに対応する次のサービスを信頼します。
• waf.amazonaws.com
waf-regional.amazonaws.com
ロールの許可ポリシーは、指定したリソースに対して次のアクションを実行することを AWS WAF Classic
に許可します。
• アクション: 名前が「aws-waf-logs-」で始まる Amazon Kinesis Data Firehose データストリームリソー
スで firehose:PutRecord および firehose:PutRecordBatch。例えば、aws-waf-logs-useast-2-analytics です。
サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

AWS WAF Classic 向けのサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console で AWS
WAF Classic ログ作成を有効にする、または AWS WAF Classic CLI または AWS WAF Classic API で
PutLoggingConfiguration リクエストを作成する場合、AWS WAF Classic は自動的にサービスにリ
ンクされたロールを作成します。
ログ記録を有効化するためには、iam:CreateServiceLinkedRole 許可が必要です。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。AWS WAF Classic ログ作成を有効にすると、AWS WAF Classic によ
り、サービスにリンクされたロールが再度作成されます。

AWS WAF Classic 向けのサービスにリンクされたロールの編集
AWS WAF Classic では、AWSServiceRoleForWAFLogging および
AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging のサービスにリンクされたロールの編集をユーザーに許可
しません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照され
る可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編
集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してくだ
さい。
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AWS WAF Classic 向けのサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、AWS WAF Classic サービスでロールが使用されている場合、削除は失
敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForWAFLogging および AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging に
よって使用される AWS WAF Classic リソースを削除するには
1.

AWS WAF Classic コンソールで、すべてのウェブ ACL からログ記録を削除します。詳細について
は、「ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録 (p. 315)」を参照してください。

2.

API または CLI を使用して、ログ記録が有効化されている各ウェブ ACL に
DeleteLoggingConfiguration リクエストを送信します。詳細については、「AWS WAF Classic
API リファレンス」を参照してください。

IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
AWSServiceRoleForWAFLogging および AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging サービスにリ
ンクされたロールを削除するには、IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用します。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

AWS WAF Classic サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
AWS WAF Classic は、次の AWS リージョン で、サービスにリンクされたロールの使用をサポートして
います。
リージョン名

リージョンア
イデンティティ

AWS WAF Classic
でのサポート

米国東部 (バージニア北部)

us-east-1

あり

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

あり

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1

あり

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

あり

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

あり

アジアパシフィック (大阪)

ap-northeast-3

あり

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

あり

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

あり

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

あり

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

あり

カナダ (中部)

ca-central-1

あり

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

あり

344

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

リージョン名

リージョンア
イデンティティ

AWS WAF Classic
でのサポート

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

あり

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

あり

欧州 (パリ)

eu-west-3

あり

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

あり
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AWS WAF Classic でのログ記録とモニタリング
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
モニタリングは、AWS WAF Classic および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを
維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグ
できるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要がありま
す。AWS には、AWS WAF Classic リソースをモニタリングし、潜在的なイベントに対応するための複数
のツールが用意されています。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認しま
す。メトリクスが指定されたしきい値を超えると、CloudWatch は Amazon SNS トピックまたは
AWS Auto Scaling ポリシーに通知を送信します。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモ
ニタリング (p. 528)」を参照してください。
AWS CloudTrail ログ
CloudTrail は、AWS WAF Classic のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された
アクションの記録を提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS WAF Classic に対す
るリクエスト、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。詳細については、「AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)」を参照してくださ
い。
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AWS WAF Classic のコンプライアンス検証
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンスプログ
ラムの一環として AWS WAF Classic のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内の AWS のサービスのリストについては、「コンプラ
イアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情報について
は、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
AWS WAF Classic を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織の
コンプライアンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。AWS WAF Classic の使用が
HIPAA、PCI、FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援する
リソースを提供します。
• 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 - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
• AWS Well-Architected フレームワーク - AWS Well-Architected フレームワークは、セキュアなクラウド
アプリケーションを構築するのに役立ちます。
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AWS WAF Classic の回復力
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS WAF Classic のインフラストラクチャセキュリ
ティ
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
マネージドサービスである AWS WAF Classic 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により保護されています。
AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS WAF Classic にアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS WAF Classic のクォータ
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。2019 年 11 月より前に AWS WAF でルールやウェ
ブ ACL などの AWS WAF リソースを作成し、それらをまだ最新バージョンに移行していない場
合にのみ、このバージョンを使用する必要があります。リソースを移行するには、「AWS WAF
Classic リソースを AWS WAF に移行する (p. 233)」を参照してください。
最新バージョンの AWS WAF については、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。
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AWS WAF Classic には、次のクォータが適用されます (以前は制限と呼ばれていました)。
AWS WAF Classic では、1 リージョン、1 アカウントあたりのエンティティ数にデフォルトのクォータが
あります。このクォータの引き上げをリクエストすることができます。
リソース

1 リージョン、1
アカウントあた
りのデフォルトの
クォータ

ウェブ ACL

50

[Rules] (ルール)

100

レートベースのルール

5

アカウントあたり、リージョンあたりの条件

正規表現一致と
Geo 一致を除
くすべての条件
で、100 個の各条
件タイプ。100 の
サイズ制約条件と
100 の IP 一致条件
はその一例です。
正規表現一致条件
については、次の
表を参照してくだ
さい。

1 秒あたりのリクエスト

ウェブ ACL あたり
25,000*

*このクォータは、Application Load Balancer の AWS WAF Classic にのみ適用されます。CloudFront で
の AWS WAF Classic の 1 秒あたりのリクエスト数 (RPS) のクォータは、「CloudFront デベロッパーガイ
ド」で説明されている CloudFront による RPS クォータサポートと同じです。
AWS WAF Classic エンティティの次のクォータを変更することはできません。
リソース

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

ウェブ ACL あたりのルールグループ

2:1 ユーザー定
義ルールグルー
プと 1 つの AWS
Marketplace ルー
ルグループ

ウェブ ACL あたりのルールの数

10

ルールあたりの条件の数

10

IP 一致条件ごとの IP アドレス範囲 (CIDR 表記)

10,000
一度に更新でき
るアドレスは最
大で 1,000 個で
す。API コール

349

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
AWS WAF Classic のクォータ

リソース

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ
UpdateIPSet
は、1 回のリクエ
ストで最大 1,000
個のアドレスを受
け入れます。

レートベースのルールごとにブロックされている IP アドレス

10,000

5 分間あたりの最小レートベース制限

100

クロスサイトスクリプティング一致条件あたりのフィルターの数

10

サイズ制約条件あたりのフィルターの数

10

SQL インジェクション一致条件あたりのフィルターの数

10

文字列一致条件あたりのフィルターの数

10

文字列一致条件では、ウェブリクエストのヘッダーで指定された値を検査するよう
AWS WAF Classic を設定した場合の HTTP ヘッダー名の文字数

40

文字列一致条件で、AWS WAF Classic で検索する値の文字数

50

正規表現一致条件

10

正規表現一致条件で、AWS WAF Classic で検索するパターンの文字数

70

正規表現一致条件で、1 パターンセットあたりのパターンの数

10

正規表現一致条件で、1 正規表現条件あたりのパターンセットの数

1

パターンセット

5

Geo 一致条件

50

Geo 一致条件ごとの場所

50

AWS WAF Classic では、1 リージョン、1 アカウントあたりのコールに次の固定クォータが設定されてい
ます。これらのクォータは、コンソール、CLI、AWS CloudFormation、REST API、SDK など、利用可能
な手段を通じてサービスへのコールの合計に適用されます。これらのクォータは変更できません。
コールタイプ

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

AssociateWebACL へのコールの最大数

2 秒あたり 1 個の
リクエスト

DisassociateWebACL へのコールの最大数

2 秒あたり 1 個の
リクエスト

GetWebACLForResource へのコールの最大数

1 秒あたり 1 個の
リクエスト

ListResourcesForWebACL へのコールの最大数

1 秒あたり 1 個の
リクエスト
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コールタイプ

1 アカウント、1
リージョンあたり
のクォータ

CreateWebACLMigrationStack へのコールの最大数

1 秒あたり 1 個の
リクエスト

GetChangeToken へのコールの最大数

1 秒あたり 10 個の
リクエスト

GetChangeTokenStatus へのコールの最大数

1 秒あたり 1 個の
リクエスト

個々の List アクションへのコールの最大数 (他にクォータが定義されていない場
合)

1 秒あたり 5 個の
リクエスト

個々の Create、Put、Get、または Update アクションへのコールの最大数 (他
にクォータが定義されていない場合)

1 秒あたり 1 個の
リクエスト
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AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager は、AWS WAF、AWS Shield Advanced、Amazon VPC セキュリティグルー
プ、AWS Network Firewall、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall など、さまざまな保護のために、複
数のアカウントとリソースにおける管理とメンテナンスのタスクを簡素化します。Firewall Manager を使
用すると、保護を 1 回設定するだけで、アカウントとリソースに (追加する新しいアカウントとリソース
にも) その保護が自動的に適用されます。
Firewall Manager には、次のような利点があります。
• アカウント間でリソースを保護するのに役立ちます
• すべての Amazon CloudFront ディストリビューションなど、特定のタイプのすべてのリソースを保護す
るのに役立ちます
• 特定のタグですべてのリソースを保護するのに役立ちます
• アカウントに追加されたリソースへの保護を自動的に追加します
• AWS Organizations 組織内のすべてのメンバーアカウントを AWS Shield Advanced に登録することがで
き、組織に参加する新しい対象アカウントを自動的に登録することができます
• AWS Organizations 組織内のすべてのメンバーアカウントまたはアカウントの特定のサブセットにセ
キュリティグループルールを適用し、組織に参加する新しい範囲内アカウントにルールを自動的に適用
できます。
• 独自のルールを使用したり、AWS Marketplace からマネージドルールを購入したりできます
Firewall Manager は、少数の特定のアカウントやリソースではなく、組織全体を保護したい場合や、保
護したい新しいリソースを頻繁に追加する場合に、特に有効です。Firewall Manager では、組織全体の
DDoS 攻撃を一元的にモニタリングすることもできます。
トピック
• AWS Firewall Manager の料金 (p. 352)
• AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352)
• AWS Firewall Manager 管理者の管理 (p. 355)
• AWS Firewall Manager ポリシーの開始方法 (p. 357)
• AWS Firewall Manager ポリシーの使用 (p. 371)
• AWS Firewall Manager ポリシーのコンプライアンス情報の表示 (p. 417)
• AWS Firewall Manager の検出結果 (p. 420)
• AWS Firewall Manager でのセキュリティ (p. 423)
• AWS Firewall Manager のクォータ (p. 445)

AWS Firewall Manager の料金
AWS Firewall Manager で発生する料金は、AWS WAF や AWS Config などの基盤サービスによるもので
す。詳細については、「AWS Firewall Manager の料金」を参照してください。

AWS Firewall Manager の前提条件
このトピックでは、AWS Firewall Manager を管理するための準備を整える方法を示します。AWS
Organizations で組織のすべてのための Firewall Manager セキュリティポリシーを管理するには、1 つの
Firewall Manager 管理者アカウントを使用します。特に記載がない限り、Firewall Manager 管理者として
使用するアカウントを使用して、前提条件となるステップを実行します。
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Firewall Manager を初めて使用する前に、次のステップを順番に実行してください。
トピック
• ステップ 1: AWS Organizations に参加して設定する (p. 353)
• ステップ 2: AWS Firewall Manager 管理者アカウントを設定する (p. 353)
• ステップ 3: AWS Config を有効にする (p. 354)
• ステップ 4: Palo Alto Networks Cloud NGFW について、AWS Marketplace でサブスクライブし、サー
ドパーティーの設定を行う (p. 355)
• ステップ 5: Network Firewall ポリシーと DNS Firewall ポリシー用にリソース共有を有効にす
る (p. 355)
• ステップ 6: デフォルトで無効になっているリージョンで AWS Firewall Manager を使用するに
は (p. 355)

ステップ 1: AWS Organizations に参加して設定する
Firewall Manager を使用するには、アカウントが Firewall Manager ポリシーを使用する AWS
Organizations のサービスの組織のメンバーである必要があります。

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

必要な AWS Organizations メンバーシップと設定を確立するには
1.

Organizations で組織の Firewall Manager 管理者として使用するアカウントを選択します。

2.

選択したアカウントがまだ組織のメンバーでない場合は、そのアカウントに参加させてください。
「組織への AWS アカウント アカウントの招待」のガイダンスに従ってください。

3.

AWS Organizations には、一括請求機能とすべての機能の 2 つの利用可能な機能セットがありま
す。Firewall Manager を使用するには、組織ですべての機能を有効にする必要があります。組織が一
括請求 (コンソリデーティッドビリング) のためにのみ設定されている場合は、「組織内のすべての機
能の有効化」のガイダンスに従ってください。

ステップ 2: AWS Firewall Manager 管理者アカウント
を設定する
この手順では、前のステップで選択および設定したアカウントと組織を使用します。
Firewall Manager 管理者アカウントを設定すると、Firewall Manager はそれを Firewall Manager の AWS
Organizations 委任された管理者として自動的に設定します。これにより、Firewall Manager は、組織単
位 (OU) に関する情報にアクセスできます。OU を使用して、Firewall Manager ポリシーの範囲を指定で
きます。ポリシーの範囲の設定の詳細については、「AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 372)」
の個々のポリシータイプに関するガイダンスを参照してください。組織と管理アカウントの詳細について
は、「組織内の AWS アカウントの管理」を参照してください。

Firewall Manager 管理者アカウントを設定するには
1.

既存の AWS Organizations 管理アカウントを使用して AWS Management Console にサインインしま
す。アカウントのルートユーザーを使用したり (推奨しません)、別の同等の許可を持つアカウント内
の IAM ユーザーまたは IAM ロールを使用してサインインすることができます。

2.

Firewall Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2) を開きます。

3.

[Get started] (開始する) を選択します。

4.

Firewall Manager 管理者として使用するように選択したアカウントの ID を入力します。
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Note
このアカウントには、組織内のすべてのアカウントで Firewall Manager ポリシーを作成およ
び管理するための許可が付与されます。
5.

[Set administrator] (管理者の設定) を選択します。

Firewall Manager 管理者アカウントの管理の詳細については、「AWS Firewall Manager 管理者の管
理 (p. 355)」を参照してください。

ステップ 3: AWS Config を有効にする
Firewall Manager を使用するには、AWS Config を有効にする必要があります。

Note
AWS Config の料金に従って、AWS Config 設定に対して料金が発生します。詳細については、
「AWS Config の開始方法」を参照してください。

Firewall Manager 用に AWS Config を有効にするには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを含む、AWS Organizations メンバーアカウントのぞれぞれにつ
いて AWS Config を有効にします。詳細については、「AWS Config の開始方法」を参照してくださ
い。

2.

保護するリソースを含む各 AWS リージョン に対して AWS Config を有効にする必要がありま
す。AWS Config を手動で有効にすることも、「AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレー
ト」で AWS CloudFormation テンプレート「AWS Config を有効にする」を使用することもできま
す。
すべてのリソースについて AWS Config を有効にしたくない場合は、使用する Firewall Manager ポリ
シーの種類に応じて、次を有効にする必要があります。
• WAF ポリシー – CloudFront Distribution、Application Load Balancer (リストから
[ElasticLoadBalancingV2] を選択)、API Gateway、WAF WebACL、WAF Regional WebACL、およ
び WAFv2 WebACL のリソースタイプについて Config を有効にします。AWS Config が CloudFront
ディストリビューションを保護できるようにするには、米国東部 (バージニア北部) リージョンに存
在している必要があります。他のリージョンにはオプションとしての CloudFront がありません。
• Shield ポリシー – Shield Protection、ShieldRegional Protection、Application Load Balancer、EC2
EIP、WAF WebACL、WAF Regional WebACL、および WAFv2 WebACL のリソースタイプについ
て Config を有効にします。
• セキュリティグループポリシー – EC2 SecurityGroup、EC2 Instance、および EC2
NetworkInterface のリソースタイプについて Config を有効にします。
• Network Firewall ポリシー – NetworkFirewall FirewallPolicy、NetworkFirewall RuleGroup、EC2
VPC、EC2 InternetGateway、EC2 RouteTable、および EC2 Subnetのリソースタイプについて
Config を有効にします。
• DNS Firewall ポリシー - DNSFirewall RuleGroup および EC2 VPC のリソースタイプについて
Config を有効にします。
• サードパーティーファイアウォールポリシー - Amazon EC2 VPC、Amazon EC2
InternetGateway、Amazon EC2 RouteTable、Amazon EC2 サブネット、Amazon EC2
VPCEndpoint のリソースタイプについて Config を有効にします。
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ステップ 4: Palo Alto Networks Cloud NGFW につい
て、AWS Marketplace でサブスクライブし、サード
パーティーの設定を行う
Palo Alto Networks Cloud NGFW を Firewall Manager で使用するには
1.
2.

AWS Marketplace で Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall Pay-As-You-Go サービスを
サブスクライブします。
「AWS デプロイガイド向け Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall」の「Deploy Palo
Alto Networks Cloud NGFW for AWS with the AWS Firewall Manager」(AWS Firewall Manager で
AWS 向け Cloud NGFW のデプロイ) トピックにリストされている Cloud NGFW デプロイ手順を完了
します。

ステップ 5: Network Firewall ポリシーと DNS Firewall
ポリシー用にリソース共有を有効にする
Firewall Manager の Network Firewall および DNS Firewall ポリシーを管理するには、AWS Resource
Access Manager で AWS Organizations との共有を有効にする必要があります。これにより、Firewall
Manager は、これらのポリシータイプを作成するときに、アカウント全体で保護をデプロイできます。

AWS Resource Access Manager で AWS Organizations との共有を有効にするには
•

「AWS Resource Access Manager ユーザーガイド」の「AWS Organizations 内でリソース共有を有
効にする」のガイダンスに従ってください。

リソース共有で問題が発生した場合は、「Network Firewall ポリシーと DNS Firewall ポリシーのリソース
共有 (p. 416)」のガイダンスを参照してください。

ステップ 6: デフォルトで無効になっているリージョ
ンで AWS Firewall Manager を使用するには
デフォルトで無効になっているリージョンで Firewall Manager を使用するには、AWS 組織の管理アカウ
ントと Firewall Manager 管理者アカウントの両方でリージョンを有効にする必要があります。
デフォルトで無効になっているリージョンとそれを有効にする方法については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「AWS リージョン の管理」を参照してください。

無効にしたリージョンを有効にするには
•

Organizations の管理アカウントと Firewall Manager 管理者アカウントの両方について、「AWS 全般
のリファレンス」の「Enabling a Region」(リージョンを有効化する) のガイダンスに従います。

次のステップを実行した後、Firewall Manager を設定してリソースの保護を開始できます。詳細について
は、「AWS Firewall ManagerAWS WAF ポリシーを使用した開始方法 (p. 358)」を参照してください。

AWS Firewall Manager 管理者の管理
Firewall Manager のポリシーを管理するために、Firewall Manager 管理者アカウントを使用しま
す。Firewall Manager 管理者アカウントを設定すると、Firewall Manager はそれを Firewall Manager
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の AWS Organizations 委任された管理者として自動的に設定します。これにより、Firewall Manager
は、Firewall Manager ポリシーの範囲を指定するために使用する組織単位 (OU) に関する情報にアクセス
できます。組織と管理アカウントの詳細については、「組織内の AWS アカウントの管理」を参照してく
ださい。
Firewall Manager の使用を開始するには、Firewall Manager 管理者アカウントを設定し、その他の必要な
ステップを実行します。これを実行するには、「AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352)」のガイダ
ンスに従います。
このトピックでは、既存の管理者アカウントを管理するための情報とガイダンスを提供します。
Firewall Manager 管理者にとっての必須の設定
Firewall Manager 管理者アカウントには、次の設定が必要です。
• Firewall Manager ポリシーを適用する AWS Organizations の組織のメンバーである必要があります。
• 組織の Organizations 管理アカウントによって、Firewall Manager 管理者として指定される必要があり
ます。

AWS Firewall Manager 管理者アカウントの変更
AWS Firewall Manager を使用するには、Firewall Manager 管理者アカウントでコンソールにログインする
必要があります。組織内の 1 つのアカウントのみを Firewall Manager 管理者アカウントとして指定できま
す。
初めて管理者アカウントを設定するには、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) を参照してくださ
い。
アカウントを管理者アカウントとして指定した後に、後で別のアカウントを管理者アカウントとして指定
する場合は、次の手順を実行します。

Important
別のアカウントを指定するには、まず、現在の管理者アカウントから管理者権限を取り消す必要
があります。権限を取り消すと、そのアカウントによって作成されたすべての Firewall Manager
ポリシーが削除されます。新しい管理者アカウントを指定するには、AWS Organizations 管理ア
カウントを使用して Firewall Manager にサインインする必要があります。

AWS Firewall Manager 管理者アカウント (コンソール) とは異なるアカウントを指定するには
1.
2.
3.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
[Revoke administrator account] (管理者アカウントの取り消し) を選択します。

Important

4.
5.
6.
7.
8.

現在の管理者アカウントから管理者権限を取り消すと、そのアカウントによって作成された
すべての Firewall Manager ポリシーが削除されます。
AWS Management Console からサインアウトします。
AWS Organizations 管理アカウントを使用して AWS Management Console にログインします。アカ
ウントのルートユーザー認証情報を使用してサインインしたり (推奨されません)、同等の許可を持つ
アカウント内の IAM ユーザーまたは IAM ロールを使用してサインインすることができます。
Firewall Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2) を開きます。
[Get started] (開始する) を選択します。
Firewall Manager に関連付けるアカウント ID を入力します。このアカウントは、新しい Firewall
Manager 管理者アカウントになります。
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Firewall Manager は、指定したメンバーアカウントのために適切な許可を設定します。

Note

9.

アカウントには、組織内のすべてのアカウント全体で AWS WAF のルールとルールグルー
プ、および AWS WAF Classic のルールを作成および管理する許可が付与されます。
[Set administrator] (管理者の設定) を選択します。

AWS Firewall Manager 管理者アカウントに対する変
更の無効化
AWS Firewall Manager 管理者アカウントに加えられた変更は、場合によって管理者アカウントで維持でき
ないことがあります。
このセクションでは、Firewall Manager 管理者アカウントを無効にする可能性がある変更と、AWS および
Firewall Manager がこれらの変更を処理する方法について説明します。

AWS Organizations の組織から削除されたアカウント
AWS Organizations の組織から AWS Firewall Manager 管理者アカウントが削除されると、組織のポリ
シーを管理できなくなる場合があります。Firewall Manager は、次のいずれかのアクションを実行しま
す。
• ポリシーのないアカウント - Firewall Manager 管理者アカウントに Firewall Manager ポリシーがない場
合、Firewall Manager は管理者アカウントを取り消します。
• Firewall Manager ポリシーのあるアカウント – Firewall Manager 管理者アカウントに Firewall Manager
ポリシーがある場合、Firewall Manager は、状況を通知し、AWS セールスアカウント担当者のサポート
を受けて実行できるオプションを提示するために E メールを送信します。

アカウントが閉鎖された
AWS Firewall Manager 管理者用に使用しているアカウントを閉鎖する場合、AWS と Firewall Manager
は、次のように閉鎖を処理します。
• AWS は、Firewall Manager からアカウントの管理者権限を取り消し、Firewall Manager は、管理者アカ
ウントによって管理されていたポリシーを非アクティブ化します。それらのポリシーによって提供され
た保護は、組織全体で停止されます。
• AWS は、管理者アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントの Firewall Manager
ポリシーデータを保持します。この 90 日間の期間中、閉鎖したアカウントを再開できます。
• 90 日間の期間中に閉鎖されたアカウントを再開した場合、AWS はアカウントを Firewall Manager 管
理者として再割り当てし、そのアカウントのために Firewall Manager のポリシーデータを回復しま
す。
• それ以外の場合、90 日の期間の終了時、AWS は、アカウントのすべての Firewall Manager ポリシー
データを完全に削除します。

AWS Firewall Manager ポリシーの開始方法
AWS Firewall Manager を使用して、さまざまな種類の多くのセキュリティポリシーを有効にすることがで
きます。セットアップのステップはそれぞれ少し異なります。
トピック
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• AWS Firewall ManagerAWS WAF ポリシーを使用した開始方法 (p. 358)
• AWS Firewall ManagerAWS Shield Advanced ポリシーを使用した開始方法 (p. 360)
• AWS Firewall Manager Amazon VPC セキュリティグループポリシーの使用を開始する (p. 363)
• AWS Firewall ManagerAWS Network Firewall ポリシーを使用した開始方法 (p. 365)
• AWS Firewall Manager DNS Firewall ポリシーの開始方法 (p. 367)
• AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall ポリシーのの開始方
法 (p. 369)

AWS Firewall ManagerAWS WAF ポリシーを使用した
開始方法
組織全体で AWS WAF ルールを有効にするために AWS Firewall Manager を使用するには、次のステップ
を順番に実行します。
トピック
• ステップ 1: 前提条件を満たす (p. 358)
• ステップ 2: AWS WAF ポリシーを作成して適用する (p. 358)
• ステップ 3: クリーンアップする (p. 359)

ステップ 1: 前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらの
ステップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。「ステップ 2: AWS WAF
ポリシーを作成して適用する (p. 358)」に進む前に、すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 2: AWS WAF ポリシーを作成して適用する
Firewall Manager の AWS WAF ポリシーには、リソースに適用するルールグループが含まれていま
す。Firewall Manager は、ポリシーを適用する各アカウントに Firewall Manager ウェブ ACL を作成しま
す。各アカウントマネージャーは、生成されたウェブ ACL に、お客様がここで定義するルールグループに
加えて、ルールとルールグループを追加できます。Firewall Manager の AWS WAF ポリシーについては、
「AWS WAF ポリシー (p. 396)」を参照してください。

Firewall Manager の AWS WAF ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) では [AWS WAF] を選択します。

5.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront ディストリビュー
ションを保護するには、[Global] (グローバル) を選択します。
複数のリージョンのリソース (CloudFront ディストリビューションを除く) を保護するには、各リー
ジョンに別々の Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。

6.

[Next] (次へ) を選択します。
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7.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。Firewall Manager は、管理するウェ
ブ ACL の名前にポリシー名を含めます。ウェブ ACL 名の後に、FMManagedWebACLV2-、ここに
入力するポリシー名、-、およびウェブ ACL 作成タイムスタンプ (UTC ミリ秒) が続きます。例え
ば、FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078 です。

8.

[Policy rules (ポリシールール)] の [First rule groups (最初のルールグループ)] で、[Add rule groups
(ルールグループの追加)] を選択します。[AWS managed rule groups] ( マネージドルールグループ) を
展開します。[Core rule set] (コアルールセット) で、[Add to web ACL] (ウェブ ACL に追加) に切り替
えます。[AWS known bad inputs] (AWS の既知の不正な入力) で、[Add to web ACL] (ウェブ ACL に追
加) に切り替えます。[Add rules] (ルールの追加) を選択します。
[Last rule groups] (最後のルールグループ) で、[Add rule groups] (ルールグループの追加) を選択しま
す。[AWS managed rule groups] (AWS マネージドルールグループ) を展開し、[Amazon IP reputation
list] (Amazon IP 評価リスト) で [Add to web ACL] (ウェブ ACL に追加) に切り替えます。[Add rules]
(ルールの追加) を選択します。
[First rule groups] (最初のルールグループ) で、[Core rule set] (コアルールセット) を選択し、[Move
down] (下に移動) を選択します。AWS WAF は [Core rule set] (コアルールセット) に照らして評価を
行う前に、 [AWS known bad inputs] (AWS の既知の不正な入力) ルールグループに照らしてウェブリ
クエストを評価します。

Note
必要に応じて、AWS WAF コンソールを使用して独自の AWS WAF ルールグループを作成す
ることもできます。作成したルールグループは、[Describe policy : Add rule groups page] (ポ
リシーを記述: ルールグループの追加ページ) の [Your rule groups] (ルールグループ) の下に表
示されます。
Firewall Manager を通じて管理する最初と最後の AWS WAF ルールグループの名前は、それぞ
れ PREFMManaged- または POSTFMManaged- で始まり、その後に Firewall Manager ポリシー
名、ルールグループの作成タイムスタンプ (UTC ミリ秒) が続きます。例えば、PREFMManagedMyWAFPolicyName-1621880555123 です。
9.

ウェブ ACL のデフォルトアクションは [Allow] (許可) のままにします。

10. [Policy action] (ポリシーアクション) はデフォルトのままにして、準拠していないリソースが自動的に
修復されないようにします。このオプションは後で変更できます。
11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Policy scope] (ポリシーの範囲) で、ポリシーを適用するリソースを識別するアカウント、リソースタ
イプ、タグを設定します。このチュートリアルでは、[AWS アカウント] と [Resources] (リソース) の
設定はそのままにし、1 つ以上のリソースタイプを選択します。
13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager AWS WAF ポリシーに必要な識別タグを追加でき
ます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。このチュートリアルで
は、現在のままにしておきます。
15. [Next] (次へ) を選択します。
16. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

ステップ 3: クリーンアップする
余分な料金が発生しないようにするには、不要なポリシーとリソースを削除します。

ポリシーを削除するには (コンソール)
1.

[AWS Firewall Manager policies] (AWS Firewall Manager ポリシー) ページで、ポリシー名の横にある
ラジオボタンを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
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2.

[Delete] (削除) 確認ボックスで [Delete all policy resources] (すべてのポリシーリソースの削除) を選択
してから、もう一度 [Delete] (削除) を選択します。
AWS WAF によって、アカウントに作成されたポリシーおよび関連リソース (ウェブ ACL など) が削
除されます。変更がすべてのアカウントに反映されるまでに数分かかる場合があります。

AWS Firewall ManagerAWS Shield Advanced ポリ
シーを使用した開始方法
AWS Firewall Manager を使用して、組織全体の AWS Shield Advanced 保護を有効にすることができま
す。

Important
Firewall Manager は、Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートしていませ
ん。Shield Advanced を使用してこれらのリソースを保護する必要がある場合、Firewall Manager
ポリシーは使用できません。代わりに、「AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追
加 (p. 493)」の手順に従ってください。
Firewall Manager を使用して Shield Advanced 保護を有効にするには、次のステップを実行します。
トピック
• ステップ 1: 前提条件を満たす (p. 360)
• ステップ 2: Shield Advanced ポリシーを作成して適用する (p. 360)
• ステップ 3: (オプション) Shield Response Team (SRT) に権限を付与する (p. 362)
• ステップ 4: Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する (p. 362)

ステップ 1: 前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それら
のステップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。「ステップ 2: Shield
Advanced ポリシーを作成して適用する (p. 360)」に進む前に、すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 2: Shield Advanced ポリシーを作成して適用する
前提条件を満たしてから、AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを作成します。Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーには、Shield Advanced で保護するアカウントおよびリソースが含ま
れています。

Important
Firewall Manager は、Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートしていませ
ん。Shield Advanced を使用してこれらのリソースを保護する必要がある場合、Firewall Manager
ポリシーは使用できません。代わりに、「AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追
加 (p. 493)」の手順に従ってください。

Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
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2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Shield Advanced] を選択します。
Shield Advanced ポリシーを作成するには、Firewall Manager 管理者アカウントが Shield Advanced
にサブスクライブしている必要があります。登録されていない場合は、登録するよう求められます。
サブスクリプションの費用については、「AWS Shield Advanced の料金」を参照してください。

Note
Shield Advanced に各メンバーアカウントを手動でサブスクライブさせる必要はありませ
ん。Firewall Manager は、ポリシーの作成時にこれを行います。
5.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront のリソースを保護す
るには、[Global] (グローバル) を選択します。
複数のリージョンのリソース (CloudFront リソースを除く) を保護するには、各リージョンに別々の
Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。

6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

[Name] (名前) で、わかりやすい名前を入力します。

8.

(グローバルリージョンのみ) [Global] (グローバル) リージョンポリシーの場合、Shield Advanced ア
プリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を管理するかどうかを選択できます。このチュートリアルで
は、この選択をデフォルト設定の [Ignore] (無視) のままにします。

9.

[Policy action] (ポリシーアクション) で、自動的に修復されないオプションを選択します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される AWS アカウント) では、追加また
は除外するアカウントを指定することで、ポリシーの範囲を絞り込むことができます。このチュート
リアルでは、[Include all accounts under my organization] (組織のすべてのアカウントを含める) を選
択します。
12. 保護するリソースのタイプを選択します。
Firewall Manager は、Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートしていませ
ん。Shield Advanced を使用してこれらのリソースを保護する必要がある場合、Firewall Manager
ポリシーは使用できません。代わりに、「AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追
加 (p. 493)」の Shield Advanced のガイダンスに従ってください。
13. 特定のタグを持つリソースのみを保護する場合、または特定のタグを持つリソースを除外する場合
は、[Use tags to include/exclude resources] (タグを使用してリソースを含める/除外する) を選択し、
カンマで区切られたタグを入力してから、[Include] (含める) または [Exclude] (除外) を選択します。1
つのオプションのみを選択できます。
複数のタグを入力する場合、リソースにこれらのタグのいずれかがある場合は一致するとみなされま
す。
タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
16. [Next] (次へ) を選択します。
17. 新しいポリシーを確認します。変更を行うには、[Previous] (戻る) を選択します。ポリシーが完成し
たら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
「ステップ 3: (オプション) Shield Response Team (SRT) に権限を付与する (p. 362)」に進みます。
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ステップ 3: (オプション) Shield Response Team (SRT) に権限を
付与する
AWS Shield Advanced の利点の 1 つは、Shield Response Team (SRT) からのサポートです。DDoS 攻撃
の兆候を見つけた場合は、AWS Support センターにお問い合わせください。必要に応じて、サポートセ
ンターがお客様の問題を SRT にエスカレートします。SRT は疑わしいアクティビティを分析し、お客様
に問題の緩和策を提供します。この緩和策では、多くの場合、DRT がお客様のアカウントで AWS WAF
ルールとウェブ ACL を作成または更新する必要があります。SRT は AWS WAF の設定を検査し、お客様
に代わって AWS WAF のルールとウェブ ACL を作成または更新できますが、そのための権限がお客様か
ら付与される必要があります。AWS Shield Advanced のセットアップの一環として、必要な権限を SRT
に事前に付与することをお勧めします。事前に権限を付与することで、実際に攻撃が発生した場合の遅延
を防ぐことができます。
SRT への連絡と承認はアカウントレベルで行います。つまり、攻撃を緩和する権限を SRT に付与す
るには、Firewall Manager 管理者ではなくアカウント所有者が次のステップを実行する必要がありま
す。Firewall Manager 管理者は、所有しているアカウントに関してのみ SRT に権限を付与することができ
ます。同様に、SRT に連絡してサポートを依頼できるのは、アカウントの所有者のみです。

Note
SRT のサービスを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプラ
ンをサブスクライブする必要があります。
ユーザーに代わって攻撃を緩和する権限を SRT に付与するには、「Shield Response Team (SRT) のサ
ポート (p. 472)」の手順に従ってください。SRT の許可と許可は、同じステップを使用していつでも変
更できます。
「ステップ 4: Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する (p. 362)」に進みます。

ステップ 4: Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラーム
を設定する
Amazon SNS を使用すると、潜在的な DDoS アクティビティから保護されたリソースをモニタリングでき
ます。潜在的な攻撃の通知を受け取るには、リージョンごとに Amazon SNS トピックを作成します。

Firewall Manager で Amazon SNS トピックを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで [AWS FMS] の [Settings] (設定) を選択します。

3.

[Create new topic] (新しいトピックを作成) を選択します。

4.

トピック名を入力します。

5.

Amazon SNS メッセージの送信先となる E メールアドレスを入力し、[Add email address] (E メール
アドレスの追加) を選択します。

6.

[Update SNS configuration] (SNS 設定の更新) を選択します。

Amazon CloudWatch アラームを設定する
Shield Advanced は、モニタリングできる CloudWatch にメトリクスを記録します。詳細については、
「AWS Shield Advanced のメトリクスおよびアラーム (p. 532)」を参照してください。CloudWatch で
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は、追加料金が発生します。CloudWatch の料金については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照して
ください。

CloudWatch アラームを作成するには、「Amazon CloudWatch アラームの使用」の指示に従ってくださ
い。デフォルトでは、Shield Advanced は CloudWatch を設定して潜在的な DDoS イベントを示す 1 つの
インジケーターの検出後に警告します。必要であれば、複数のインジケーターが検出された後にのみ警告
が表示されるように、CloudWatch コンソールを使用して設定を変更することもできます。

Note
アラームに加えて、DDoS アクティビティをモニタリングする CloudWatch ダッシュボードを
使用することもできます。ダッシュボードは Shield Advanced から raw データを収集し、ほぼ
リアルタイムの読み取り可能なメトリクスに加工します。Amazon CloudWatch の統計を使用し
て、ウェブアプリケーションやサービスの動作状況を把握できます。詳細については、「Amazon
CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch とは」を参照してください。
CloudWatch ダッシュボードを作成する手順については、「Amazon CloudWatch によるモニタリ
ング (p. 528)」を参照してください。ダッシュボードに追加できる特定の Shield Advanced メト
リクスの詳細については、「AWS Shield Advanced のメトリクスおよびアラーム (p. 532)」を
参照してください。
Amazon SNS 通知や CloudWatch アラームを設定することなく、このステップから続けることもできま
す。ただし、これを行うと、潜在的な DDoS イベントの可視性が大幅に低下します。
Shield Advanced の設定が完了したら、DDoS イベントの可視性 (p. 498) でイベントを表示するためのオ
プションをよく理解してください。

AWS Firewall Manager Amazon VPC セキュリティグ
ループポリシーの使用を開始する
AWS Firewall Manager を使用して組織全体で Amazon VPC セキュリティグループを有効にするには、次
のステップを順番に実行します。
トピック
• ステップ 1: 前提条件を満たす (p. 363)
• ステップ 2: ポリシーで使用する Amazon VPC セキュリティグループを作成する (p. 363)
• ステップ 3: 共通セキュリティグループポリシーを作成して適用する (p. 364)

ステップ 1: 前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。「ステップ 2: ポリシーで
使用する Amazon VPC セキュリティグループを作成する (p. 363)」に進む前に、すべての前提条件を満
たしてください。

ステップ 2: ポリシーで使用する Amazon VPC セキュリティグ
ループを作成する
このステップでは、Firewall Manager を使用して組織全体に適用できるセキュリティグループを作成しま
す。

Note
このチュートリアルでは、セキュリティグループポリシーを組織内のリソースに適用しません。
ポリシーを作成し、ポリシーのセキュリティグループをリソースに適用した場合どうなるかを確
認するだけです。これを行うには、ポリシーの自動修復を無効にします。
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一般的なセキュリティグループが既に定義されている場合は、このステップを省略して「ステップ 3: 共通
セキュリティグループポリシーを作成して適用する (p. 364)」に進みます。

Firewall Manager 共通のセキュリティグループポリシーで使用するセキュリティグループを作成
するには
•

「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Security Groups for Your VPC」(VPC のセキュリティグループ)
のガイダンスに従って、組織内のすべてのアカウントとリソースに適用できるセキュリティグループ
を作成します。
セキュリティグループルールオプションの詳細については、「セキュリティグループのルールのリ
ファレンス」を参照してください。

これで「ステップ 3: 共通セキュリティグループポリシーを作成して適用する (p. 364)」に進む準備がで
きました。

ステップ 3: 共通セキュリティグループポリシーを作成して適用
する
前提条件を完了したら、AWS Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーを作成します。共通セ
キュリティグループポリシーは、AWS 組織全体に一元管理されたセキュリティグループを提供します。さ
らに、セキュリティグループが適用される AWS アカウント とリソースも定義します。Firewall Manager
では、共通セキュリティグループポリシーに加えて、組織内で使用中のセキュリティグループルールを
管理するためのコンテンツ監査セキュリティグループポリシーと、未使用および冗長セキュリティグルー
プを管理するための使用状況監査セキュリティグループポリシーがサポートされています。詳細について
は、「セキュリティグループポリシー (p. 402)」を参照してください。
このチュートリアルでは、共通セキュリティグループポリシーを作成し、そのアクションを自動的に修復
しないように設定します。これにより、AWS 組織に変更を加えることなく、ポリシーがどのような影響を
及ぼすかを確認できます。

Firewall Manager の一般的なセキュリティグループポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note

4.

Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。
前提条件を満たしていない場合、問題を修正する方法についての指示がコンソールに表示されます。
指示に従ってから、このステップに戻り、共通セキュリティグループポリシーを作成します。
[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

5.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Security group] (セキュリティグループ) を選択します。

6.

[Security group policy type] (セキュリティグループポリシータイプ) で、[Common security groups] (共
通セキュリティグループ) を選択します。
[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。
[Next] (次へ) を選択します。

2.
3.

7.
8.

9. [Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。
10. [Policy rules] (ポリシールール) を使用すると、このポリシーのセキュリティグループの適用方法と保
守方法を選択できます。このチュートリアルでは、オプションのチェックをオフのままにします。
11. [Add primary security group] (プライマリセキュリティグループの追加) を選択し、このチュートリア
ル用に作成したセキュリティグループを選択して、[Add security group] (セキュリティグループの追
加) を選択します。
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12. [Policy action] (ポリシーアクション) で、[Identify resources that don’t comply with the policy rules, but
don’t auto remediate] (ポリシールールに準拠していないリソースを特定するが、自動修復しない) を選
択します。
13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [AWS アカウント affected by this policy] (このポリシーの影響を受ける AWS アカウント) では、追
加または除外するアカウントを指定することで、ポリシーの範囲を絞り込むことができます。この
チュートリアルでは、[Include all accounts under my organization] (組織のすべてのアカウントを含め
る) を選択します。
15. [Resource type] (リソースタイプ) で、AWS 組織に対して定義したリソースに応じて、1 つ以上のタイ
プを選択します。
16. [Resources] (リソース) を使用すると、追加または除外するリソースタグを指定することで、ポリシー
の範囲を絞り込むことができます。タグ付けを使用するには、まずリソースにタグ付けする必要があ
ります。リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。この
チュートリアルでは、[Include all resources that match the selected resource type] (選択したリソース
タイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。
17. [Next] (次へ) を選択します。
18. ポリシー設定を確認します。[Policy actions] (ポリシーアクション) が [Identify resources that don’t
comply with the policy rules, but don’t auto remediate] (ポリシールールに準拠していないリソースを特
定するが、自動修復しない) に設定されていることを確認します。これにより、現時点では変更を加
えずに、ポリシーに適用される変更を確認することができます。
19. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
[AWS Firewall Manager policies] (AWS Firewall Manager ポリシーペイン) に、ポリシーが一覧表
示されます。アカウントの見出しの下に [Pending] (保留中) と表示され、[Automatic remediation]
(自動修復) が無効になっていることが示されます。ポリシーの作成には数分かかることがありま
す。[Pending] (保留中) ステータスがアカウント数に置き換えられたら、ポリシー名を選択して、ア
カウントとリソースの準拠ステータスを調べることができます。詳細については、「AWS Firewall
Manager ポリシーのコンプライアンス情報の表示 (p. 417)」を参照してください。
20. 調べ終わったら、このチュートリアルで作成したポリシーを保持しない場合は、ポリシー名を選択し
て [Delete] (削除) を選択し、[Clean up resources created by this policy.] (このポリシーによって作成
されたリソースをクリーンアップします。) を選択して、最後に [Delete] (削除) を選択します。
Firewall Manager セキュリティグループポリシーの詳細については、「セキュリティグループポリ
シー (p. 402)」を参照してください。

AWS Firewall ManagerAWS Network Firewall ポリ
シーを使用した開始方法
組織全体で AWS Network Firewall ファイアウォールを有効にするために AWS Firewall Manager を使用す
るには、次のステップを順番に実行します。Firewall Manager の Network Firewall ポリシーについては、
「AWS Network Firewall ポリシー (p. 408)」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす (p. 365)
• ステップ 2: ポリシーで使用する Network Firewall ルールグループを作成する (p. 366)
• ステップ 3: Network Firewall ポリシーを作成して適用する (p. 366)

ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。次のステップに進む前に、
すべての前提条件を満たしてください。
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ステップ 2: ポリシーで使用する Network Firewall ルールグルー
プを作成する
このチュートリアルに従うには、AWS Network Firewall に精通しており、ルールグループとファイア
ウォールポリシーの設定方法を知っている必要があります。
AWS Firewall Manager ポリシーで使用される Network Firewall には、少なくとも 1 つのルールグループが
必要です。Network Firewall でルールグループをまだ作成していない場合は、ここで作成します。Network
Firewall の使用については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」を参照してください。

ステップ 3: Network Firewall ポリシーを作成して適用する
前提条件を満たしてから、AWS Firewall Manager Network Firewall ポリシーを作成します。Network
Firewall ポリシーは、AWS 組織全体のために一元管理された AWS Network Firewall ファイアウォールを
提供します。また、ファイアウォールが適用される AWS アカウント とリソースも定義します。
Firewall Manager が Network Firewall ポリシーを管理する方法の詳細については、「AWS Network
Firewall ポリシー (p. 408)」を参照してください。

Firewall Manager の Network Firewall ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

前提条件を満たしていない場合、問題を修正する方法についての指示がコンソールに表示されます。
指示を実行してから、このステップに戻り、Network Firewall ポリシーを作成します。

4.

[Create security policy] (セキュリティポリシーを作成) を選択します。

5.

[Policy type] (ポリシータイプ) では [AWS Network Firewall] を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。

9.

ポリシー設定では、ファイアウォールポリシーを定義できます。これは、AWS Network Firewall コン
ソールで使用するプロセスと同じです。ポリシーで使用するルールグループを追加し、デフォルトの
ステートレスアクションを指定します。このチュートリアルでは、Network Firewall におけるファイ
アウォールポリシーと同様に、このポリシーを設定します。

Note
AWS Firewall Manager Network Firewall ポリシーの自動修復は自動的に行われるため、ここ
で自動修復しないことを選択するオプションは表示されません。
10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [Firewall endpoints] (ファイアウォールエンドポイント) で、[Multiple firewall endpoints] (複数のファイ
アウォールエンドポイント) を選択します。このオプションは、ファイアウォールについて高い可用
性を実現します。ポリシーを作成すると、Firewall Manager は、保護するパブリックサブネットがあ
る各アベイラビリティーゾーンにファイアウォールサブネットを作成します。
12. [AWS Network Firewall route configuration] (AWS Network Firewall ルート設定) で、[Monitor] (モニタ
リング) を選択して、Firewall Manager がルート設定違反について VPC をモニタリングし、ルートを
準拠状態にするのに役立つ修正案を含むアラートを発信するようにします。オプションで、ルート設
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定を Firewall Manager でモニタリングしてこれらのアラートを受信したくない場合は、[Off] (オフ) を
選択します。

Note
モニタリングにより、ルート設定の誤りが原因で非準拠となっているリソースに関する詳細
が提供され、Firewall Manager GetViolationDetails API からの修復アクションが提案さ
れます。例えば、Network Firewall は、ポリシーによって作成されたファイアウォールエンド
ポイントを通じてトラフィックがルーティングされない場合に警告します。

Warning
[Monitor] (モニタリング) を選択した場合、同じポリシーについて将来 [Off] (オフ) に変更する
ことはできません。新しいポリシーを作成する必要があります。
13. [Traffic type] (トラフィックの種類) で、[Add to firewall policy] (ファイアウォールポリシーに追加) を選
択して、インターネットゲートウェイを介してトラフィックをルーティングします。
14. [AWS アカウント affected by this policy] (このポリシーの影響を受ける AWS アカウント) では、追
加または除外するアカウントを指定することで、ポリシーの範囲を絞り込むことができます。この
チュートリアルでは、[Include all accounts under my organization] (組織のすべてのアカウントを含め
る) を選択します。
15. Network Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は常に [VPC] です。
16. [Resources] (リソース) を使用すると、追加または除外するリソースタグを指定することで、ポリシー
の範囲を絞り込むことができます。タグ付けを使用するには、まずリソースにタグ付けする必要があ
ります。リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。この
チュートリアルでは、[Include all resources that match the selected resource type] (選択したリソース
タイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。
17. [Next] (次へ) を選択します。
18. ポリシー設定を確認してから、[Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
[AWS Firewall Manager policies] (AWS Firewall Manager ポリシーペイン) に、ポリシーが一覧表示
されます。ポリシーの作成には数分かかることがあります。作成プロセスが完了するまで、ポリシー
は保留中であることを示します。ポリシーの準備ができたら、範囲内のアカウントの数を踏まえてス
テータスが更新されます。ポリシー名を選択して、アカウントとリソースのコンプライアンスステー
タスを調べることができます。詳細については、「AWS Firewall Manager ポリシーのコンプライアン
ス情報の表示 (p. 417)」を参照してください。
19. 調べ終わったら、このチュートリアルで作成したポリシーを保持しない場合は、ポリシー名を選択し
て [Delete] (削除) を選択し、[Clean up resources created by this policy.] (このポリシーによって作成
されたリソースをクリーンアップします。) を選択して、最後に [Delete] (削除) を選択します。
Firewall Manager の Network Firewall ポリシーの詳細については、「AWS Network Firewall ポリ
シー (p. 408)」を参照してください。

AWS Firewall Manager DNS Firewall ポリシーの開始
方法
組織全体で Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall を有効にするために AWS Firewall Manager を使用
するには、次のステップを順番に実行します。Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーについては、
「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシー (p. 415)」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす (p. 368)
• ステップ 2: ポリシーで使用する DNS Firewall ルールグループを作成する (p. 368)
• ステップ 3: DNS Firewall ポリシーを作成して適用する (p. 368)
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ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。次のステップに進む前に、
すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 2: ポリシーで使用する DNS Firewall ルールグループを
作成する
このチュートリアルの手順を実行するには、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall に精通しており、そ
のルールグループを設定する方法を理解している必要があります。
AWS Firewall Manager ポリシーで使用される DNS Firewall には少なくとも 1 つのルールグループが必
要です。DNS Firewall でルールグループをまだ作成していない場合は、ここで作成します。DNS Firewall
の使用方法については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53 Resolver DNS
Firewall」を参照してください。

ステップ 3: DNS Firewall ポリシーを作成して適用する
前提条件を満たしてから、AWS Firewall Manager DNS Firewall ポリシーを作成します。DNS Firewall ポ
リシーは、AWS 組織全体のために一元管理される DNS Firewall ルールグループの関連付けのセットを提
供します。また、ファイアウォールが適用される AWS アカウント とリソースも定義します。
Firewall Manager が DNS Firewall ルールグループの関連付けを管理する方法の詳細については、
「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシー (p. 415)」を参照してください。

Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

前提条件を満たしていない場合、問題を修正する方法についての指示がコンソールに表示されます。
指示を実行してから、このステップに戻り、DNS Firewall ポリシーを作成します。

4.

[Create security policy] (セキュリティポリシーを作成) を選択します。

5.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall] を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。

9.

ポリシー設定を使用すると、Firewall Manager から管理する DNS Firewall ルールグループの関連付け
を定義できます。ポリシーで使用するルールグループを追加します。VPC について、最初に評価する
関連付けと、最後に評価する関連付けを定義できます。このチュートリアルでは、必要に応じて 1 つ
または 2 つのルールグループの関連付けを追加します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [AWS アカウント affected by this policy] (このポリシーの影響を受ける AWS アカウント) では、追
加または除外するアカウントを指定することで、ポリシーの範囲を絞り込むことができます。この
チュートリアルでは、[Include all accounts under my organization] (組織のすべてのアカウントを含め
る) を選択します。
12. DNS Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は常に [VPC] です。
13. [Resources] (リソース) を使用すると、追加または除外するリソースタグを指定することで、ポリシー
の範囲を絞り込むことができます。タグ付けを使用するには、まずリソースにタグ付けする必要があ
ります。リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。この
チュートリアルでは、[Include all resources that match the selected resource type] (選択したリソース
タイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。
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14. [Next] (次へ) を選択します。
15. ポリシー設定を確認してから、[Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
[AWS Firewall Manager policies] (AWS Firewall Manager ポリシーペイン) に、ポリシーが一覧表示
されます。ポリシーの作成には数分かかることがあります。作成プロセスが完了するまで、ポリシー
は保留中であることを示します。ポリシーの準備ができたら、範囲内のアカウントの数を踏まえてス
テータスが更新されます。ポリシー名を選択して、アカウントとリソースのコンプライアンスステー
タスを調べることができます。詳細については、「AWS Firewall Manager ポリシーのコンプライアン
ス情報の表示 (p. 417)」を参照してください。
16. 調べ終わったら、このチュートリアルで作成したポリシーを保持しない場合は、ポリシー名を選択し
て [Delete] (削除) を選択し、[Clean up resources created by this policy.] (このポリシーによって作成
されたリソースをクリーンアップします。) を選択して、最後に [Delete] (削除) を選択します。
Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーの詳細については、「Amazon Route 53 Resolver DNS
Firewall ポリシー (p. 415)」を参照してください。

AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud Next
Generation Firewall ポリシーのの開始方法
Palo Alto Networks Cloud Next-Generation Firewall (Cloud NGFW) ポリシーを有効にするために AWS
Firewall Manager を使用するには、次のステップを順番に実行します。Palo Alto Networks Cloud NGFW
ポリシーについては、「Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシー (p. 415)」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす (p. 369)
• ステップ 2: Complete the Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーの前提条件を満たす (p. 369)
• ステップ 3: Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーを作成して適用する (p. 369)

ステップ 1: 一般的な前提条件を満たす
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。次のステップに進む前に、
すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 2: Complete the Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリ
シーの前提条件を満たす
Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーを使用するには、いくつかの追加の必須ステップを完了する
必要があります。それらのステップは、ステップ 4: Palo Alto Networks Cloud NGFW について、AWS
Marketplace でサブスクライブし、サードパーティーの設定を行う (p. 355) で説明されています。次のス
テップに進む前に、すべての前提条件を満たしてください。

ステップ 3: Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーを作成し
て適用する
前提条件を満たしてから、AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーを作成しま
す。
Firewall Manager の Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーの詳細については、「Palo Alto Networks
Cloud NGFW ポリシー (p. 415)」を参照してください。
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Palo Alto Networks Cloud NGFW の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW] を選択しま
す。AWS Marketplace で Palo Alto Networks Cloud NGFW サービスをまだサブスクライブしていな
い場合は、最初にサブスクライブする必要があります。AWS Marketplace でサブスクライブするに
は、[View AWS Marketplace details] ( Marketplace の詳細の表示) を選択します。

5.

[Deployment model] (デプロイモデル) で、[Distributed model] (分散モデル) または [Centralized model]
(集約型モデル) のいずれかを選択します。デプロイモデルによって、Firewall Manager がポリシー
のエンドポイントを管理する方法が決まります。分散モデルでは、Firewall Manager は、ポリシー
の範囲内の各 VPC にファイアウォールエンドポイントを維持します。集約型モデルでは、Firewall
Manager は検査 VPC に単一のエンドポイントを維持します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。複数のリージョンのリソースを保護する
には、各リージョンに別々の ポリシーを作成する必要があります。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。

9.

ポリシー設定で、このポリシーに関連付ける Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポ
リシーを選択します。Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポリシーの一覧には、Palo
Alto Networks Cloud NGFW テナントに関連付けられているすべての Cloud NGFW ファイアウォー
ルポリシーが含まれています。Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポリシーの作成
と管理の情報については、「AWS デプロイガイド向け Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud
NGFW」の「Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW for AWS with the AWS Firewall Manager」
(AWS Firewall Manager で AWS 向け Cloud NGFW のデプロイ) のトピックを参照してください。

10. [Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW logging - optional] (Palo Alto Networks Palo Alto
Networks Cloud NGFW logging ログ記録 - オプション) で、オプションで、ポリシーに関してログ記
録する Cloud NGFW ログタイプを選択します。Palo Alto Networks Cloud NGFW のログタイプの情
報については、「AWS デプロイガイド向け Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW」の
「Configure Logging for Palo Alto Networks Cloud NGFW on AWS」(AWS で Cloud NGFW のログ記
録の設定) を参照してください。
[log destination] (ログの宛先) で、Firewall Manager がログを書き込む場合を指定します。
11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Configure third-party firewall endpoint] (サードパーティーのファイアウォールエンドポイントを設定)
で、ファイアウォールエンドポイントの作成に分散デプロイモデルと集約型デプロイモデルのいずれ
を使用しているかに応じて、次のいずれかを実行します。
• このポリシーに分散デプロイモデルを使用している場合は、[Availability Zones] (アベイラビリ
ティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成するアベイラビリティーゾーンを選択
します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone name] (アベイラビリティーゾーン名) ま
たは [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン ID) で選択できます。
• このポリシーに集約型デプロイモデルを使用している場合は、[Inspection VPC configuration] (検査
VPC 設定) の [AWS Firewall Manager endpoint configuration] (エンドポイント設定) で、検査 VPC
の所有者の AWS アカウント ID と検査 VPC の VPC ID を入力します。
• [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成する
アベイラビリティーゾーンを選択します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone name]
(アベイラビリティーゾーン名) または [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン ID) で選
択できます。
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13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [Policy scope] (ポリシーの範囲) の [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用され
る ) で、次のようにオプションを選択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
15. Network Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は [VPC] です。
16. 特定のタグの付いたリソースのみを保護 (または除外) する場合は、[Resources] (リソース) で、該当
するオプションを選択し、含めるまたは除外するタグを入力します。1 つのオプションのみを選択で
きます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
複数のタグを入力した場合、含めるまたは除外するリソースにはそれらのすべてのタグが付いている
必要があります。
17. [Grant cross-account access] (クロスアカウントアクセスを付与) で、[Download AWS
CloudFormation template] (テンプレートをダウンロード) を選択します。これにより、AWS
CloudFormation スタックの作成に使用できる AWS CloudFormation テンプレートがダウンロードさ
れます。このスタックは、Palo Alto Networks Cloud NGFW リソースを管理するためのクロスアカウ
ント許可を Firewall Manager に付与する AWS Identity and Access Management ロールを作成しま
す。スタックの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「StackSets の操作」
を参照してください。
18. [Next] (次へ) を選択します。
19. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
20. [Next] (次へ) を選択します。
21. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。
Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーの詳細については、「Palo Alto Networks
Cloud NGFW ポリシー (p. 415)」を参照してください。

AWS Firewall Manager ポリシーの使用
AWS Firewall Manager は次のタイプのポリシーを提供します。
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• AWS WAF ポリシー – Firewall Manager は AWS WAF および AWS WAF Classic ポリシーをサポートし
ます。どちらのバージョンでも、ポリシーによって保護されるリソースを定義します。
• AWS WAF ポリシーでは、ウェブ ACL で最初に実行する一連のルールグループと最後に実行する一連
のルールグループを定義できます。ウェブ ACL を適用するアカウントでは、アカウント所有者はルー
ルとルールグループを追加して、2 つの Firewall Manager ルールグループセット間で実行できます。
• AWS WAF Classic では、1 つのルールグループを定義するポリシーを作成します。
• Shield Advanced ポリシー - このポリシーは、指定されたアカウントとリソースに AWS Shield
Advanced 保護を適用します。
• Amazon VPC セキュリティグループポリシー - このタイプのポリシーでは、AWS Organizations の組織
全体で使用中のセキュリティグループを制御し、組織全体にルールのベースラインセットを適用できま
す。
• Network Firewall ポリシー – このポリシーは、組織の VPC に AWS Network Firewall 保護を適用しま
す。
• Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシー – このポリシーは、DNS Firewall 保護を組織の VPC
に適用します。
• Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシー - このポリシーは、Palo Alto Networks Cloud Next
Generation Firewall (NGFW) 保護と Palo Alto Networks Cloud NGFW ルールスタックを組織の VPC に
適用します。
Firewall Manager ポリシーは、個々のポリシータイプに固有です。アカウント間で複数のポリシータイプ
を適用する場合は、複数のポリシーを作成できます。タイプごとに複数のポリシーを作成できます。
AWS Organizations で作成した組織に新しいアカウントを追加すると、Firewall Manager はそのアカウン
トのポリシーの範囲内のリソースにポリシーを自動的に適用します。

AWS Firewall Manager ポリシーの一般設定
AWS Firewall Manager マネージドポリシーは、共通の設定と動作を備えています。すべてについて、名前
を指定してポリシーの範囲を定義し、リソースのタグ付けを使用してポリシーの範囲を制御できます。修
復処置を行わずに準拠していないアカウントとリソースを表示するか、非準拠リソースを自動的に修復す
るかを選択できます。
ポリシーの範囲については、「AWS Firewall Manager ポリシーの範囲 (p. 391)」を参照してください。

AWS Firewall Manager ポリシーの作成
ポリシーを作成するステップは、ポリシータイプによって異なります。必ず、必要なポリシーのタイプに
対応する手順を使用してください。

Important
AWS Firewall Manager は、Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートして
いません。Shield Advanced を使用してこれらのリソースを保護する場合、Firewall Manager
ポリシーは使用できません。代わりに、「AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追
加 (p. 493)」の手順に従ってください。
トピック
• AWS WAF の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 373)
• AWS WAF Classic の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 375)
• AWS Shield Advanced の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 376)
• AWS Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーの作成 (p. 378)
• AWS Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーの作成 (p. 380)
• AWS Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリシーの作成 (p. 383)
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• AWS Network Firewall の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 384)
• Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 387)
• Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW の AWS Firewall Manager ポリシーの作
成 (p. 388)

AWS WAF の AWS Firewall Manager ポリシーの作成
Firewall Manager AWS WAF ポリシーでは、AWS および AWS Marketplace 販売者によって作成されて管
理されているマネージドルールグループを使用できます。独自のルールグループを作成して使用すること
もできます。ルールグループの詳細については、「ルールグループ (p. 25)」を参照してください。

Note
Firewall Manager は、新しい AWS WAF Bot Control マネージドルールグループをサポートしま
す。AWS WAF の Bot Control については、「AWS WAF Bot Control (p. 138)」を参照してくださ
い。
独自のルールグループを使用する場合は、Firewall Manager AWS WAF ポリシーを作成する前にそれらの
グループを作成します。ガイダンスについては、「独自のルールグループの管理 (p. 80)」を参照してくだ
さい。個々のカスタムルールを使用するには、独自のルールグループを定義し、その中にルールを定義し
てから、ポリシーでそのルールグループを使用する必要があります。
Firewall Manager の AWS WAF ポリシーについては、「AWS WAF ポリシー (p. 396)」を参照してくだ
さい。

AWS WAF の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note

2.

Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.
4.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
[Policy type] (ポリシータイプ) では [AWS WAF] を選択します。

5.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront ディストリビュー
ションを保護するには、[Global] (グローバル) を選択します。

6.
7.

8.

9.

複数のリージョンのリソース (CloudFront ディストリビューションを除く) を保護するには、各リー
ジョンに別々の Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。
[Next] (次へ) を選択します。
[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。Firewall Manager は、管理するウェ
ブ ACL の名前にポリシー名を含めます。ウェブ ACL 名の後に、FMManagedWebACLV2-、ここに
入力するポリシー名、-、およびウェブ ACL 作成タイムスタンプ (UTC ミリ秒) が続きます。例え
ば、FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078 です。
[Policy rules] (ポリシールール) で、AWS WAF でウェブ ACL の最初と最後に評価するルールグルー
プを追加します。AWS WAF マネージドルールグループのバージョニングを使用するには、[Enable
versioning].(バージョン管理を有効化) を切り替えます。各アカウントマネージャーは、最初のルー
ルグループと最後のルールグループの間にルールとルールグループを追加できます。AWS WAF の
Firewall Manager ポリシーにおける AWS WAF ルールグループの使用の詳細については、「AWS
WAF ポリシー (p. 396)」を参照してください。
ウェブ ACL のデフォルトアクションを設定します。これは、ウェブリクエストがウェブ ACL のルー
ルと一致しない場合に、AWS WAF によって実行されるアクションです。[Allow] (許可) アクションで
カスタムヘッダーを追加することや、[Block] (ブロック) アクションのカスタムレスポンスを追加する
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ことができます。デフォルトのウェブ ACL アクションの詳細については、「ウェブ ACL のデフォル
トアクションの決定 (p. 17)」を参照してください。カスタムウェブリクエストを設定する方法につい
ては、「AWS WAF のカスタマイズされたウェブリクエストとレスポンス (p. 124)」を参照してくだ
さい。
10. [Policy action] (ポリシーアクション) で、組織内の該当する各アカウントにウェブ ACL を作成する
が、まだリソースにウェブ ACL を適用しない場合は、[Identify resources that don't comply with the
policy rules, but don't auto remediate] (ポリシールールに準拠していないリソースを特定するが、自動
修復しない) を選択します。このオプションは後で変更できます。
代わりに、ポリシーを既存の範囲内のリソースに自動的に適用する場合は、[Auto remediate any
noncompliant resources] (準拠していないリソースを自動修復する) を選択します。このオプション
は、AWS 組織内の各関連アカウントにウェブ ACL を作成し、アカウント内のリソースにウェブ ACL
を関連付けます。
[Auto remediate any noncompliant resources] (準拠していないリソースを自動修復) を選択すると、別
のアクティブな Firewall Manager ポリシーによって管理されていないウェブ ACL に対して、範囲内
のリソースから既存のウェブ ACL の関連付けを削除することもできます。このオプションを選択した
場合、Firewall Manager は、まずポリシーのウェブ ACL をリソースに関連付けてから、以前の関連付
けを削除します。リソースに、別のアクティブな Firewall Manager ポリシーによって管理されている
別のウェブ ACL との関連付けがある場合、この選択はその関連付けには影響しません。
11. [Next] を選択します。
12. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
13. [Resource type] (リソースタイプ) で、保護するリソースのタイプを選択します。
14. 特定のタグの付いたリソースのみを保護 (または除外) する場合は、[Resources] (リソース) で、該当
するオプションを選択し、含めるまたは除外するタグを入力します。1 つのオプションのみを選択で
きます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
複数のタグを入力した場合、含めるまたは除外するリソースにはそれらのすべてのタグが付いている
必要があります。
15. [Next] を選択します。
16. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
17. [Next] を選択します。
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18. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

AWS WAF Classic の AWS Firewall Manager ポリシーの作成
AWS WAF Classic の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type (ポリシータイプ)] で、[AWS WAF Classic] を選択します。

5.

ポリシーに追加する AWS WAF Classic ルールグループを既に作成している場合、[Create an AWS
Firewall Manager policy and add existing rule groups] (AWS Firewall Manager ポリシーを作成して
既存のルールグループに追加) を選択します。新しいルールグループを作成する場合は、[Create a
Firewall Manager policy and add a new rule group] (Firewall Manager ポリシーを作成して新しいルー
ルグループを追加する) を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront のリソースを保護す
るには、[Global] (グローバル) を選択します。
複数のリージョンのリソース (CloudFront リソースを除く) を保護するには、各リージョンに別々の
Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。

7.

[Next] を選択します。

8.

ルールグループを作成する場合は、AWS WAF Classic ルールグループの作成 (p. 307) の手順に従いま
す。ルールグループを作成したら、次のステップに進みます。

9.

ポリシー名を入力します。

10. 既存のルールグループを追加する場合は、ドロップダウンメニューを使用して追加するルールグルー
プを選択し、[Add rule group] (ルールグループの追加) を選択します。
11. ポリシーには、[Action set by rule group] (ルールグループによって設定されたアクション) と [Count]
(カウント) の 2 つのアクションがあります。ポリシーをテストする場合は、アクションを [Count] (カ
ウント) に設定します。このアクションは、ルールグループのルールで指定されたブロックアクショ
ンを上書きします。つまり、ポリシーのアクションが [Count] (カウント) に設定されている場合、リ
クエストはカウントされ、ブロックされません。逆に、ポリシーのアクションを [Action set by rule
group] (ルールグループによって設定されたアクション) に設定すると、ルールグループルールのアク
ションが使用されます。適切なアクションを選択します。
12. [Next] を選択します。
13. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
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• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
14. 保護するリソースのタイプを選択します。
15. 特定のタグを持つリソースのみを保護する場合、または特定のタグを持つリソースを除外する場合
は、[Use tags to include/exclude resources] (タグを使用してリソースを含める/除外する) を選択し、
タグを入力してから、[Include] (含める) または [Exclude] (除外) を選択します。1 つのオプションのみ
を選択できます。
複数のタグをコンマで区切って入力する場合、リソースにこれらのタグのいずれかがある場合は一致
するとみなされます。
タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
16. 既存のリソースにポリシーを自動的に適用する場合は、[Create and apply this policy to existing and
new resources] (既存および新規のリソースにこのポリシーを作成して適用する) を選択します。
このオプションは、AWS 組織内の各関連アカウントにウェブ ACL を作成し、アカウント内のリソー
スにウェブ ACL を関連付けます。このオプションは、前述の基準 (リソースタイプとタグ) に一致
するすべての新しいリソースにもポリシーを適用します。また、[Create policy but do not apply the
policy to existing or new resources] (ポリシーを作成するが既存および新規のリソースにポリシーを適
用しない) を選択する場合は、Firewall Manager により組織内の各関連アカウントにウェブ ACL が作
成されますが、ウェブ ACL はいずれのリソースにも適用されません。ポリシーは後でリソースに適用
する必要があります。適切なオプションを選択します。
17. [Replace existing associated web ACLs] (既存の関連付けられたウェブ ACL を置換) では、範囲内のリ
ソースに対して現在定義されているウェブ ACL の関連付けをすべて削除し、このポリシーで作成して
いるウェブ ACL への関連付けに置き換えることができます。デフォルトでは、Firewall Manager は、
新しいウェブ ACL の関連付けを追加する前に既存のウェブ ACL の関連付けを削除しません。既存の
関連付けを削除する場合は、このオプションを選択します。
18. [Next] を選択します。
19. 新しいポリシーを確認します。設定を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。ポリシーが完成した
ら、[Create and apply policy] (ポリシーの作成と適用) を選択します。

AWS Shield Advanced の AWS Firewall Manager ポリシーの作成
Shield Advanced の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。
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4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Shield Advanced] を選択します。
Shield Advanced ポリシーを作成するには、Shield Advanced をサブスクライブする必要がありま
す。登録されていない場合は、登録するよう求められます。サブスクリプションの費用については、
「AWS Shield Advanced の料金」を参照してください。

5.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。Amazon CloudFront ディストリビュー
ションを保護するには、[Global] (グローバル) を選択します。
[Global] (グローバル) 以外のリージョンを選択する場合、複数のリージョンでリソースを保護するに
は、各リージョン用に個別の Firewall Manager ポリシーを作成する必要があります。

6.

[Next] を選択します。

7.

[Name] (名前) で、わかりやすい名前を入力します。

8.

[Global] (グローバル) リージョンポリシーの場合のみ、Shield Advanced アプリケーションレイヤー
DDoS 自動緩和を管理するかどうかを選択できます。Shield Advanced 機能については、「Shield
Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。
自動緩和を有効または無効にすることを選択でき、あるいは無視することを選択できます。無視す
ることを選択した場合、Firewall Manager は、Shield Advanced 保護のために自動緩和をまったく管
理しません。これらのポリシーのオプションの詳細については、「Amazon CloudFront ディストリ
ビューションのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 399)」を参照してください 。

9.

[Policy action] (ポリシーアクション) では、準拠していないリソースを自動的に修復しないオプション
を使用してポリシーを作成することをお勧めします。自動修復を無効にすると、新しいポリシーを適
用する前にその効果を評価できます。変更が適切であることを確認したら、ポリシーを編集し、ポリ
シーアクションを変更して、自動修復を有効にします。
代わりに、ポリシーを既存の範囲内のリソースに自動的に適用する場合は、[Auto remediate any
noncompliant resources] (準拠していないリソースを自動修復する) を選択します。このオプショ
ンは、AWS 組織内の該当する各アカウントおよびアカウント内の該当する各リソースに Shield
Advanced 保護を適用します。
[Global] (グローバル) リージョンポリシーの場合のみ、[Auto remediate any noncompliant resources]
(非準拠リソースを自動修復) を選択すると、Firewall Manager で既存の AWS WAF Classic ウェブ
ACL 関連付けを、AWS WAF の最新バージョン (v2) を使用して作成されたウェブ ACL への新しい
関連付けに自動的に置き換えることを選択できます。これを選択すると、Firewall Manager は、ポリ
シー用にまだウェブ ACL を持っていない範囲内のアカウントに新しい空のウェブ ACL を作成した
後、以前のバージョンのウェブ ACL との関連付けを削除し、最新バージョンのウェブ ACL との新し
い関連付けを作成します。このオプションの詳細については、「AWS WAF Classic ウェブ ACL を最
新バージョンのウェブ ACL に置き換える (p. 400)」をご参照ください。

10. [Next] を選択します。
11. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
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選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
12. 保護するリソースのタイプを選択します。
Firewall Manager は、Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートしていませ
ん。これらのサービスからリソースを保護するために Shield Advanced を使用する必要がある場
合、Firewall Manager ポリシーを使用することはできません。代わりに、「AWS リソースへの AWS
Shield Advanced 保護の追加 (p. 493)」の Shield Advanced のガイダンスに従ってください。
13. 特定のタグを持つリソースのみを保護する場合、または特定のタグを持つリソースを除外する場合
は、[Use tags to include/exclude resources] (タグを使用してリソースを含める/除外する) を選択し、
カンマで区切られたタグを入力してから、[Include] (含める) または [Exclude] (除外) を選択します。1
つのオプションのみを選択できます。
複数のタグを入力する場合、リソースにこれらのタグのいずれかがある場合は一致するとみなされま
す。
タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
14. [Next] を選択します。
15. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
16. [Next] を選択します。
17. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

AWS Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーの作
成
共通セキュリティグループポリシーの仕組みの詳細については、「共通セキュリティグループポリ
シー (p. 402)」を参照してください。
共通セキュリティグループポリシーを作成するには、ポリシーのプライマリとして使用するセキュリティ
グループが Firewall Manager 管理者アカウントに既に作成されている必要があります。セキュリティグ
ループは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) を通じて管理できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグ
ループの操作」を参照してください。

共通セキュリティグループポリシー (コンソール) を作成するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Security group] (セキュリティグループ) を選択します。
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5.

[Security group policy type] (セキュリティグループポリシータイプ) で、[Common security groups] (共
通セキュリティグループ) を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Policy name](ポリシー名) で、フレンドリ名を入力します。

9.

[Policy rules] (ポリシールール) で、次の操作を行います。
a.

ルールオプションから、セキュリティグループルールとポリシーの範囲内にあるリソースに適
用する制限を選択します。[Distribute tags from the primary security group to the security groups
created by this policy] (プライマリセキュリティグループからこのポリシーによって作成された
セキュリティグループにタグを配布) を選択した場合は、[Identify and report when the security
groups created by this policy become non-compliant] (このポリシーによって作成されたセキュリ
ティグループが非準拠になったときに識別して報告) も選択する必要があります。

Important
Firewall Manager は、AWS のサービスによって追加されたシステムタグをレプリカセ
キュリティグループに配布しません。システムタグは aws: プレフィックスで始まりま
す。
b.

[Primary security groups] (プライマリセキュリティグループ) で、[Add primary security group] (プ
ライマリセキュリティグループを追加) を選択してから、使用するセキュリティグループを選択
します。Firewall Manager は、Firewall Manager 管理者アカウント内におけるすべての Amazon
VPC インスタンスからのプライマリセキュリティグループのリストを設定します。ポリシーのプ
ライマリセキュリティグループのデフォルト最大数は 1 です。最大数を引き上げる方法について
は、「AWS Firewall Manager のクォータ (p. 445)」を参照してください。

c.

[Policy action] (ポリシーアクション) では、自動的に修復されないオプションを使用してポリシー
を作成することをお勧めします。これにより、新しいポリシーを適用する前にその効果を評価で
きます。変更が適切であることを確認したら、ポリシーを編集し、ポリシーアクションを変更し
て、準拠していないリソースの自動修復を有効にします。

10. [Next] を選択します。
11. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
12. [Resource type] (リソースタイプ) で、保護するリソースのタイプを選択します。
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[EC2 instance] (EC2 インスタンス) を選択した場合は、各 Amazon EC2 インスタンスのすべての
Elastic Network Interface を含めるか、デフォルトインターフェイスのみを含めるかを選択できます。
範囲内の Amazon EC2 インスタンスに複数の Elastic Network Interface がある場合、すべてのイン
ターフェイスを含めるオプションを選択すると、Firewall Manager はすべてのインターフェイスにポ
リシーを適用できます。自動修復を有効にすると、Firewall Manager が Amazon EC2 インスタンス内
の一部の Elastic Network Interface にポリシーを適用できない場合、そのインスタンスは非準拠として
マークされます。
13. [Resources] (リソース) で、AWS アカウント 内のすべてのリソースおよびリソースタイプパラメータ
にポリシーを適用する場合は、[Include all resources that match the selected resource type] (選択した
リソースタイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。特定のリソースを含めるか除
外する場合は、タグ付けを使用してリソースを指定し、適切なオプションを選択してリストにタグを
追加します。ポリシーは、指定したすべてのタグを持つリソースを除くすべてのリソースに適用する
ことも、指定したすべてのタグを持つリソースにのみ適用することもできます。リソースのタグ付け
の詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

Note
複数のタグを入力する場合、一致するすべてのタグがリソースに必要です。
14. [Shared VPC resources] (共有 VPC リソース) の場合、アカウントが所有する VPC に加えて、共有
VPC 内のリソースにポリシーを適用する場合は、[Include resources from shared VPCs] (共有 VPC か
らのリソースを含める) を選択します。
15. [Next] を選択します。
16. ポリシー設定を見直して目的の設定になっていることを確認し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選
択します。
Firewall Manager は、範囲内のアカウントに含まれるすべての Amazon VPC インスタンスに、アカウント
ごとにサポートされる Amazon VPC の最大クォータまで、プライマリセキュリティグループのレプリカ
を作成します。Firewall Manager は、レプリカセキュリティグループを、範囲内の各アカウント用のポリ
シーの範囲内にあるリソースに関連付けます。このポリシーの仕組みの詳細については、「共通セキュリ
ティグループポリシー (p. 402)」を参照してください。

AWS Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポ
リシーの作成
コンテンツ監査セキュリティグループポリシーの仕組みの詳細については、「コンテンツ監査セキュリ
ティグループポリシー (p. 404)」を参照してください。
コンテンツ監査ポリシーの設定によっては、Firewall Manager がテンプレートとして使用するための監査
セキュリティグループを指定する必要があります。例えば、どのセキュリティグループでも許可しないす
べてのルールを含む監査セキュリティグループがあるとします。ポリシーでこれらの監査セキュリティグ
ループを使用するには、Firewall Manager 管理者アカウントを使用してこれらの監査セキュリティグルー
プを作成する必要があります。セキュリティグループは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ま
たは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を通じて管理できます。詳細については、「Amazon
VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してください。

コンテンツ監査セキュリティグループポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note

2.

Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。
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3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Security group] (セキュリティグループ) を選択します。

5.

[Security group policy type] (セキュリティグループポリシータイプ) で、[Auditing and enforcement of
security group rules] (セキュリティグループルールの監査と適用) を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Policy name](ポリシー名) で、フレンドリ名を入力します。

9.

[Policy rules] (ポリシールール) で、使用するマネージドポリシールールオプションまたはカスタムポ
リシールールオプションを選択します。
a.

[Configure managed audit policy rules] (マネージド監査ポリシールールを設定) で、次の手順を実
行します。
i.

[Configure security group rules to audit] (監査するセキュリティグループルールを設定) で、
監査ポリシーを適用するセキュリティグループルールの種類を選択します。

ii.

セキュリティグループで許可するプロトコル、ポート、CIDR 範囲設定を制限するなどの操
作を行う場合は、[Audit overly permissive security group rules] (過度に許容されるセキュリ
ティグループルールを監査) を選択し、必要なオプションを選択します。
プロトコルリストを使用する選択では、既存のリストを使用したり、新しいリストを作成し
たりできます。プロトコルリスト、およびポリシーでのアプリケーションリストの使用方法
については、「マネージドリスト (p. 392)」および「マネージドリストの使用 (p. 393)」
を参照してください。

iii.

特定のアプリケーションが実行できるアクションを制限する場合は、[Audit high risk
applications] (リスクの高いアプリケーションを監査) を選択し、必要なオプションを選択し
ます。
[Applications that can access local CIDR ranges only] (ローカル CIDR 範囲のみにアクセスで
きるアプリケーション) と [Applications that can use public CIDR ranges] (パブリック CIDR
範囲を使用できるアプリケーション) の選択は相互に排他的です。いずれのポリシーでも、
選択できるのは最大 1 つです。
アプリケーションリストを使用する選択では、既存のリストを使用したり、新しいリストを
作成したりできます。アプリケーションリスト、およびポリシーでのアプリケーションリス
トの使用方法については、「マネージドリスト (p. 392)」および「マネージドリストの使
用 (p. 393)」を参照してください。

iv.

[Overrides] (上書き) 設定を使用して、ポリシー内の他の設定を明示的に上書きします。ポリ
シーに設定した他のオプションに準拠しているかどうかにかかわらず、特定のセキュリティ
グループルールを常に許可するか常に拒否するかを選択できます。
このオプションでは、許可されたルールまたは拒否されたルールテンプレートとして監査
セキュリティグループを指定します。[Audit security groups] (監査セキュリティグループ)
で、[Add audit security groups] (監査セキュリティグループを追加) を選択してから、使用
するセキュリティグループを選択します。Firewall Manager は、Firewall Manager 管理者ア
カウント内におけるすべての Amazon VPC インスタンスからの監査セキュリティグループ
のリストを設定します。ポリシーの監査セキュリティグループ数のデフォルト最大クォー
タは 1 です。クォータを引き上げる方法については、「AWS Firewall Manager のクォー
タ (p. 445)」を参照してください。

b.

[Configure custom policy rules] (カスタムポリシールールを設定) で、次の手順を実行します。
i.

ルールオプションから、監査セキュリティグループで定義されたルールのみを許可するか、
すべてのルールを拒否するかを選択します。この選択の詳細については、「コンテンツ監査
セキュリティグループポリシー (p. 404)」を参照してください。

ii.

[Audit security groups] (監査セキュリティグループ) で、[Add audit security groups] (監査セ
キュリティグループを追加) を選択してから、使用するセキュリティグループを選択しま
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す。Firewall Manager は、Firewall Manager 管理者アカウント内におけるすべての Amazon
VPC インスタンスからの監査セキュリティグループのリストを設定します。ポリシーの監査
セキュリティグループ数のデフォルト最大クォータは 1 です。クォータを引き上げる方法に
ついては、「AWS Firewall Manager のクォータ (p. 445)」を参照してください。
iii.

[Policy action] (ポリシーアクション) では、自動的に修復されないオプションを使用してポリ
シーを作成する必要があります。これにより、新しいポリシーを適用する前にその効果を評
価できます。変更が適切であることを確認したら、ポリシーを編集し、ポリシーアクション
を変更して、準拠していないリソースの自動修復を有効にします。

10. [Next] を選択します。
11. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
12. [Resource type] (リソースタイプ) で、保護するリソースのタイプを選択します。
13. [Resources] (リソース) で、AWS アカウント 内のすべてのリソースおよびリソースタイプパラメータ
にポリシーを適用する場合は、[Include all resources that match the selected resource type] (選択した
リソースタイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。特定のリソースを含めるか除
外する場合は、タグ付けを使用してリソースを指定し、適切なオプションを選択してリストにタグを
追加します。ポリシーは、指定したすべてのタグを持つリソースを除くすべてのリソースに適用する
ことも、指定したすべてのタグを持つリソースにのみ適用することもできます。リソースのタグ付け
の詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

Note
複数のタグを入力する場合、一致するすべてのタグがリソースに必要です。
14. [Next] を選択します。
15. ポリシー設定を見直して目的の設定になっていることを確認し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選
択します。
Firewall Manager は、ポリシールールの設定に従って、監査セキュリティグループを AWS 組織内の範囲
内セキュリティグループと比較します。AWS Firewall Manager ポリシーコンソールでポリシーのステータ
スを確認できます。ポリシーを作成したら、ポリシーを編集して自動修復を有効にし、監査セキュリティ
グループポリシーを有効にすることができます。このポリシーの仕組みの詳細については、「コンテンツ
監査セキュリティグループポリシー (p. 404)」を参照してください。
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AWS Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリ
シーの作成
使用状況監査セキュリティグループポリシーの仕組みの詳細については、「使用状況監査セキュリティグ
ループポリシー (p. 405)」を参照してください。

使用状況監査セキュリティグループポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Security group] (セキュリティグループ) を選択します。

5.

[Security group policy type] (セキュリティグループポリシータイプ) で、[Auditing and cleanup of
unused and redundant security groups] (未使用および冗長セキュリティグループの監査とクリーン
アップ) を選択します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Policy name](ポリシー名) で、フレンドリ名を入力します。

9.

[Policy rules] (ポリシールール) で、使用可能なオプションのいずれかまたは両方を選択します。
• [Security groups within this policy scope must be used by at least one resource.] (このポリシーの範
囲内のセキュリティグループは少なくとも 1 つのリソースにより使用される必要があります。) を
選択した場合、Firewall Manager では、未使用と判断されるセキュリティグループを削除します。
デフォルトでは、時間の長さに関係なく、セキュリティグループが使用されている場合、Firewall
Manager はこのポリシールールに準拠していないとみなします。必要に応じて、セキュリティグ
ループが非準拠とみなされるまで、未使用のセキュリティグループが存在できる時間を分単位で指
定できます。このルールを選択すると、Firewall Manager により、ポリシーの保存時に最後に実行
されます。
• [Security groups within this policy scope must be unique.] (このポリシーの範囲内のセキュリティ
グループは一意である必要があります。) を選択した場合、Firewall Manager は、冗長なセキュリ
ティグループを統合し、どのリソースにも 1 つのみ関連付けられるようにします。これを選択する
と、Firewall Manager により、ポリシーの保存時に最初に実行されます。

10. [Policy action] (ポリシーアクション) では、自動的に修復されないオプションを使用してポリシーを作
成することをお勧めします。これにより、新しいポリシーを適用する前にその効果を評価できます。
変更が適切であることを確認したら、ポリシーを編集し、ポリシーアクションを変更して、準拠して
いないリソースの自動修復を有効にします。
11. [Next] を選択します。
12. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
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• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
13. [Resources] (リソース) で、AWS アカウント 内のすべてのリソースおよびリソースタイプパラメータ
にポリシーを適用する場合は、[Include all resources that match the selected resource type] (選択した
リソースタイプに一致するすべてのリソースを含める) を選択します。特定のリソースを含めるか除
外する場合は、タグ付けを使用してリソースを指定し、適切なオプションを選択してリストにタグを
追加します。ポリシーは、指定したすべてのタグを持つリソースを除くすべてのリソースに適用する
ことも、指定したすべてのタグを持つリソースにのみ適用することもできます。リソースのタグ付け
の詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

Note
複数のタグを入力する場合、一致するすべてのタグがリソースに必要です。
14. [Next] を選択します。
15. ポリシーの範囲から Firewall Manager 管理者アカウントを除外していない場合、Firewall Manager に
よりこれを行うよう求められます。これにより、セキュリティグループは Firewall Manager 管理者
アカウントに残ります。このアカウントは、手動コントロール下で、共通セキュリティグループポリ
シーおよび監査セキュリティグループポリシーに使用します。このダイアログで目的のオプションを
選択します。
16. ポリシー設定を見直して目的の設定になっていることを確認し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選
択します。
一意のセキュリティグループにする必要があることを選択した場合、Firewall Manager は各範囲内
Amazon VPC インスタンスで冗長セキュリティグループをスキャンします。その後、各セキュリティグ
ループを少なくとも 1 つのリソースで使用するように選択した場合、Firewall Manager は、ルールで指定
された時間 (単位: 分)、未使用のままのセキュリティグループをスキャンします。AWS Firewall Manager
ポリシーコンソールでポリシーのステータスを確認できます。このポリシーの仕組みの詳細については、
「使用状況監査セキュリティグループポリシー (p. 405)」を参照してください。

AWS Network Firewall の AWS Firewall Manager ポリシーの作成
Firewall Manager の Network Firewall ポリシーでは、AWS Network Firewall で管理するルールグループ
を使用します。ルールグループの管理については、「Network Firewall デベロッパーガイド」の「AWS
Network Firewall ルールグループ」を参照してください。
Firewall Manager の Network Firewall ポリシーについては、「AWS Network Firewall ポリ
シー (p. 408)」を参照してください。

AWS Network Firewall の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。
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Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) では [AWS Network Firewall] を選択します。

5.

[Deployment model] (デプロイモデル) で、ポリシーに使用するデプロイモデルを選択しま
す。[Distributed] (分散型) を使用すると、Firewall Manager は、ポリシーの範囲内の各 VPC でファイ
アウォールエンドポイントを作成および維持します。[Centralized] (集約型) を使用すると、Firewall
Manager は、単一の検査 VPC でエンドポイントを作成および維持します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。複数のリージョンのリソースを保護する
には、各リージョンに別々の ポリシーを作成する必要があります。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。Firewall Manager は、Network
Firewall のファイアウォールおよび作成するファイアウォールポリシーの名前にポリシー名を含めま
す。

9.

[AWS Network Firewall policy configuration] (ポリシー設定) では、Network Firewall の場合と同じよ
うにファイアウォールポリシーを設定します。ステートレスルールグループおよびステートフルルー
ルグループを追加し、ポリシーのデフォルトアクションを指定します。オプションで、ポリシーの
ステートフルルール評価順序とデフォルトアクションを設定し、ログ記録設定を行うことができま
す。Network Firewall のファイアウォールポリシーの管理については、「AWS Network Firewall デベ
ロッパーガイド」の「AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー」を参照してください。
Firewall Manager の Network Firewall ポリシーを作成すると、Firewall Manager は、範囲内にあるア
カウント用にファイアウォールポリシーを作成します。個々のアカウントマネージャーは、ファイア
ウォールポリシーにルールグループを追加できますが、ここで指定する設定を変更することはできま
せん。

10. [Next] を選択します。
11. 分散デプロイモデルまたは集約型デプロイモデルのいずれを使用してファイアウォールエンドポイン
トを作成しているかに応じて、次のいずれかを実行します。
• このポリシーに分散デプロイモデルを使用している場合は、[Firewall endpoint location] (ファイア
ウォールエンドポイントの場所) の [AWS Firewall Manager endpoint configuration] (エンドポイント
設定) で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Custom endpoint configuration] (カスタムエンドポイント設定) - Firewall Manager は、指定した
アベイラビリティーゾーンに、ポリシー範囲内の各 VPC のためにファイアウォールを作成しま
す。各ファイアウォールには、少なくとも 1 つのファイアウォールエンドポイントが含まれてい
ます。
• [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成す
るアベイラビリティーゾーンを選択します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone
name] (アベイラビリティーゾーン名) または [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン
ID) で選択できます。
• エンドポイントの自動設定 - Firewall Manager は、VPC 内のパブリックサブネットを持つアベイ
ラビリティーゾーンにファイアウォールエンドポイントを自動的に作成します。
• [Firewall endpoints] (ファイアウォールエンドポイント) の設定では、Firewall Manager による
ファイアウォールエンドポイントの管理方法を指定します。高可用性を実現するために、複数
のエンドポイントを使用することをお勧めします。
• このポリシーに集約型デプロイモデルを使用している場合は、[Inspection VPC configuration] (検査
VPC 設定) の [AWS Firewall Manager endpoint configuration] (エンドポイント設定) で、検査 VPC
の所有者の AWS アカウント ID と検査 VPC の VPC ID を入力します。
• [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成する
アベイラビリティーゾーンを選択します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone name]
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(アベイラビリティーゾーン名) または [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン ID) で選
択できます。
12. Firewall Manager が VPC のファイアウォールサブネットに使用する CIDR ブロックを指定する場合、
そのすべては /28 CIDR ブロックである必要があります。1 行に 1 つのブロックを入力します。これら
を省略すると、Firewall Manager は、VPC で使用可能な IP アドレスから選択します。

Note
AWS Firewall Manager Network Firewall ポリシーの自動修復は自動的に行われるため、ここ
で自動修復しないことを選択するオプションは表示されません。
13. [Next] を選択します。
14. ポリシーで分散デプロイモデルを使用している場合は、[Route management] (ルート管理)
で、Firewall Manager がそれぞれのファイアウォールエンドポイントを経由してルーティングする必
要のあるトラフィックをモニタリングおよびアラートするかどうかを選択します。

Note
[Monitor] (モニタリング) を選択した場合、後日設定を [Off] (オフ) に変更することはできませ
ん。モニタリングは、ポリシーを削除するまで継続します。
15. [Traffic type] (トラフィックタイプ) で、ファイアウォール検査のためにトラフィックをルーティング
するトラフィックエンドポイントをオプションで追加します。
16. [Allow required cross-AZ traffic] (必要なクロス AZ トラフィックを許可) で、このオプションを有効
にすると、Firewall Manager は、独自のファイアウォールエンドポイントを持たないアベイラビリ
ティーゾーンの場合、検査のためにアベイラビリティーゾーンからトラフィックを送信する準拠ルー
ティングとして扱います。エンドポイントを持つアベイラビリティーゾーンでは、常に独自のトラ
フィックを検査する必要があります。
17. [Next] を選択します。
18. [Policy scope] (ポリシーの範囲) の [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用され
る ) で、次のようにオプションを選択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
19. Network Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は [VPC] です。
20. 特定のタグの付いたリソースのみを保護 (または除外) する場合は、[Resources] (リソース) で、該当
するオプションを選択し、含めるまたは除外するタグを入力します。1 つのオプションのみを選択で
きます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
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複数のタグを入力した場合、含めるまたは除外するリソースにはそれらのすべてのタグが付いている
必要があります。
21. [Next] を選択します。
22. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
23. [Next] を選択します。
24. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall の AWS Firewall
Manager ポリシーの作成
Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーでは、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall で管理する
ルールグループを使用します。ルールグループの管理については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイ
ド」の「DNS Firewall でのルールグループおよびルールの管理」を参照してください。
Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーについては、「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリ
シー (p. 415)」を参照してください。

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソー
ル)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall] を選択します。

5.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。複数のリージョンのリソースを保護する
には、各リージョンに別々の ポリシーを作成する必要があります。

6.

[Next] を選択します。

7.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。

8.

ポリシー設定で、VPC のルールグループの関連付けの中で DNS Firewall が最初と最後に評価する
ルールグループを追加します。ポリシーには最大 2 つのルールグループを追加できます。
Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーを作成すると、Firewall Manager は、指定した関連付けの
優先順位を使用して、範囲内の VPC とアカウントのルールグループの関連付けを作成します。個々
のアカウントマネージャーは、最初の関連付けと最後の関連付けの間にルールグループの関連付けを
追加できますが、お客様がここで定義する関連付けを変更することはできません。詳細については、
「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシー (p. 415)」を参照してください。

9.

[Next] を選択します。

10. [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用される ) で、次のようにオプションを選
択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
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• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
11. DNS Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は [VPC] です。
12. 特定のタグの付いたリソースのみを保護 (または除外) する場合は、[Resources] (リソース) で、該当
するオプションを選択し、含めるまたは除外するタグを入力します。1 つのオプションのみを選択で
きます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
複数のタグを入力した場合、含めるまたは除外するリソースにはそれらのすべてのタグが付いている
必要があります。
13. [Next] を選択します。
14. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
15. [Next] を選択します。
16. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW の AWS
Firewall Manager ポリシーの作成
Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (Palo Alto Networks Cloud NGFW) の Firewall Manager
ポリシーを使用すると、Firewall Manager を使用して Palo Alto Networks Cloud NGFW リソースをデプロ
イし、すべての AWS アカウントで NGFW ルールスタックを一元的に管理できます。
Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシーの詳細については、「Palo Alto Networks
Cloud NGFW ポリシー (p. 415)」を参照してください。Firewall Manager 用に Palo Alto Networks Cloud
NGFW を設定および管理する方法については、Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW on
AWS のドキュメントを参照してください。

前提条件
AWS Firewall Manager のアカウントを準備するには、いくつかの必須のステップがあります。それらのス
テップは、AWS Firewall Manager の前提条件 (p. 352) で説明されています。次のステップに進む前に、
すべての前提条件を満たしてください。

Palo Alto Networks Cloud NGFW の Firewall Manager ポリシーを作成するには (コンソール)
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。
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Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

[Create policy] を選択します。

4.

[Policy type] (ポリシータイプ) で、[Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW] を選択しま
す。AWS Marketplace で Palo Alto Networks Cloud NGFW サービスをまだサブスクライブしていな
い場合は、最初にサブスクライブする必要があります。AWS Marketplace でサブスクライブするに
は、[View AWS Marketplace details] ( Marketplace の詳細の表示) を選択します。

5.

[Deployment model] (デプロイモデル) で、[Distributed model] (分散モデル) または [Centralized model]
(集約型モデル) のいずれかを選択します。デプロイモデルによって、Firewall Manager がポリシー
のエンドポイントを管理する方法が決まります。分散モデルでは、Firewall Manager は、ポリシー
の範囲内の各 VPC にファイアウォールエンドポイントを維持します。集約型モデルでは、Firewall
Manager は検査 VPC に単一のエンドポイントを維持します。

6.

[Region] (リージョン) で、AWS リージョン を選択します。複数のリージョンのリソースを保護する
には、各リージョンに別々の ポリシーを作成する必要があります。

7.

[Next] を選択します。

8.

[Policy name] (ポリシー名) で、わかりやすい名前を入力します。

9.

ポリシー設定で、このポリシーに関連付ける Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポ
リシーを選択します。Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポリシーの一覧には、Palo
Alto Networks Cloud NGFW テナントに関連付けられているすべての Cloud NGFW ファイアウォー
ルポリシーが含まれています。Palo Alto Networks Cloud NGFW ファイアウォールポリシーの作成
と管理の情報については、「AWS デプロイガイド向け Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud
NGFW」の「Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW for AWS with the AWS Firewall Manager」
(AWS Firewall Manager での AWS 向け Palo Alto Networks Cloud NGFW のデプロイ) のトピックを参
照してください。

10. [Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW logging - optional] (Palo Alto Networks Palo Alto
Networks Cloud NGFW logging ログ記録 - オプション) で、オプションで、ポリシーに関してログ記
録する Cloud NGFW ログタイプを選択します。Cloud NGFW のログタイプの情報については、AWS
デプロイガイド向け Palo Alto Networks Cloud NGFW の「Configure Logging for Palo Alto Networks
Cloud NGFW on AWS」(AWS での alo Alto Networks Cloud NGFW のログ記録の設定) を参照してく
ださい。
[log destination] (ログの宛先) で、Firewall Manager がログを書き込む場合を指定します。
11. [Next] を選択します。
12. [Configure third-party firewall endpoint] (サードパーティーのファイアウォールエンドポイントを設定)
で、ファイアウォールエンドポイントの作成に分散デプロイモデルと集約型デプロイモデルのいずれ
を使用しているかに応じて、次のいずれかを実行します。
• このポリシーに分散デプロイモデルを使用している場合は、[Availability Zones] (アベイラビリ
ティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成するアベイラビリティーゾーンを選択
します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone name] (アベイラビリティーゾーン名) ま
たは [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン ID) で選択できます。
• このポリシーに集約型デプロイモデルを使用している場合は、[Inspection VPC configuration] (検査
VPC 設定) の [AWS Firewall Manager endpoint configuration] (エンドポイント設定) で、検査 VPC
の所有者の AWS アカウント ID と検査 VPC の VPC ID を入力します。
• [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、ファイアウォールエンドポイントを作成する
アベイラビリティーゾーンを選択します。アベイラビリティーゾーンは、[Availability Zone name]
(アベイラビリティーゾーン名) または [Availability Zone ID] (アベイラビリティーゾーン ID) で選
択できます。
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13. Firewall Manager が VPC のファイアウォールサブネットに使用する CIDR ブロックを指定する場合、
そのすべては /28 CIDR ブロックである必要があります。1 行に 1 つのブロックを入力します。これら
を省略すると、Firewall Manager は、VPC で使用可能な IP アドレスから選択します。

Note
AWS Firewall Manager Network Firewall ポリシーの自動修復は自動的に行われるため、ここ
で自動修復しないことを選択するオプションは表示されません。
14. [Next] を選択します。
15. [Policy scope] (ポリシーの範囲) の [AWS アカウント this policy applies to] (このポリシーが適用され
る ) で、次のようにオプションを選択します。
• 組織内のすべてのアカウントにポリシーを適用する場合は、デフォルトの [Include all accounts
under my AWS organization] (自分の組織の下にあるすべてのアカウントを含める) を選択したまま
にします。
• 特定のアカウントや特定の AWS Organizations 組織単位 (OU) にあるアカウントにのみポリシーを
適用する場合は、[Include only the specified accounts and organizational units] (指定されたアカウン
トと組織単位のみを含める) を選択し、含めるアカウントと OU を追加します。OU を指定する方法
は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU およびアカウン
トを含む) を指定する方法と同じです。
• 特定のアカウントや AWS Organizations の組織単位 (OU) 以外のすべてにポリシーを適用する場合
は、[Exclude the specified accounts and organizational units, and include all others] (指定されたア
カウントと組織単位を除外し、他のすべてを含める) を選択して、除外するアカウントと OU を追
加します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加
される子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
選択できるオプションは 1 つのみです。
ポリシーを適用すると、Firewall Manager は新しいアカウントを設定と照合して自動的に評価しま
す。例えば、特定のアカウントのみを含めると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを
適用しません。別の例として、OU を含めた場合、OU またはその子である OU にアカウントを追加す
ると、Firewall Manager は新しいアカウントにポリシーを自動的に適用します。
16. Network Firewall ポリシーの [Resource type] (リソースタイプ) は [VPC] です。
17. 特定のタグの付いたリソースのみを保護 (または除外) する場合は、[Resources] (リソース) で、該当
するオプションを選択し、含めるまたは除外するタグを入力します。1 つのオプションのみを選択で
きます。タグの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
複数のタグを入力した場合、含めるまたは除外するリソースにはそれらのすべてのタグが付いている
必要があります。
18. [Grant cross-account access] (クロスアカウントアクセスを付与) で、[Download AWS
CloudFormation template] (テンプレートをダウンロード) を選択します。これにより、AWS
CloudFormation スタックの作成に使用できる AWS CloudFormation テンプレートがダウンロードさ
れます。このスタックは、Palo Alto Networks Cloud NGFW リソースを管理するためのクロスアカウ
ント許可を Firewall Manager に付与する AWS Identity and Access Management ロールを作成しま
す。スタックの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「StackSets の操作」
を参照してください。
19. [Next] を選択します。
20. [Policy tags] (ポリシータグ) で、Firewall Manager ポリシーに必要な識別タグを追加します。タグの詳
細については、「タグエディタの使用」を参照してください。
21. [Next] を選択します。
22. 新しいポリシーを確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これによ
り、作成ウィザードの対応するステップに戻ります。ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。
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AWS Firewall Manager ポリシーの削除
次のステップを実行して、Firewall Manager ポリシーを削除できます。

ポリシーを削除するには (コンソール)
1.
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。
削除するポリシーの横にあるオプションを選択します。

3.

[削除] を選択します。

Note
Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーを削除する場合、ポリシーのレプリカセ
キュリティグループを削除するには、ポリシーによって作成されたリソースをクリーンアップす
るオプションを選択します。それ以外の場合、プライマリが削除されても、レプリカはそのまま
残り、各 Amazon VPC インスタンスで手動管理が必要です。

Important
Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを削除すると、ポリシーは削除されますが、アカウ
ントは Shield Advanced にサブスクライブされたままとなります。

AWS Firewall Manager ポリシーの範囲
ポリシーの範囲は、ポリシーが適用される場所を定義するものです。一元管理されたポリシーを、AWS
Organizations の組織内のすべてのアカウントとリソースに適用することも、アカウントとリソースのサブ
セットに適用することもできます。ポリシーの範囲の設定方法については、「AWS Firewall Manager ポリ
シーの作成 (p. 372)」を参照してください。

AWS Firewall Manager のポリシーの範囲のオプション
組織に新しいアカウントまたはリソースを追加すると、Firewall Manager は、各ポリシーの設定に対して
自動的に評価し、これらの設定に基づいてポリシーを適用します。例えば、指定したリストのアカウント
番号以外のすべてのアカウントにポリシーを適用するように選択できます。また、リスト内のすべてのタ
グを持つリソースにのみポリシーを適用することを選択することもできます。
範囲内の AWS アカウント
ポリシーの影響を受ける AWS アカウント を定義するために提供する設定によって、AWS 組織内のどの
アカウントにポリシーを適用するかが決まります。次のいずれかの方法でポリシーを適用できます。
• 組織のすべてのアカウントに適用
• 含めたアカウント番号と AWS Organizations の組織単位 (OU) の特定のリストにのみ適用
• 除外したアカウント番号と AWS Organizations の組織単位 (OU) の特定のリストを除くすべてに適用
AWS Organizations の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」を参照してください。
範囲内のリソース
範囲内のアカウントの設定と同様に、リソースに指定した設定によって、ポリシーを適用する範囲内のリ
ソースタイプが決まります。次のいずれかを選択できます。
• すべてのリソース
• 指定したすべてのタグを持つリソース
• 指定したすべてのタグを持つリソースを除くすべてのリソース

391

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
マネージドリスト

リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

AWS Firewall Manager のポリシーの範囲の管理
ポリシーが設定されている場合、Firewall Manager はポリシーを継続的に管理し、ポリシーの範囲に従っ
て、追加された新しい AWS アカウント およびリソースにポリシーを適用します。
Firewall Manager による AWS アカウント およびリソースの管理方法
アカウントまたはリソースが何らかの理由で範囲外になった場合、AWS Firewall Manager
は、[Automatically remove protections from resources that leave the policy scope] (ポリシーの範囲を外れ
るリソースから保護を自動的に削除) のチェックボックスをオンにしない限り、保護を自動的に削除した
り、Firewall Manager マネージドリソースを削除したりしません。

Note
[Automatically remove protections from resources that leave the policy scope] (ポリシーの範囲を
外れるリソースから保護を自動的に削除) のオプションは、 AWS Shield Advanced または AWS
WAF Classic ポリシーでは使用できません。
このチェックボックスをオンにすると、AWS Firewall Manager は、アカウントがポリシーの範囲を外
れたときに Firewall Manager がアカウントのために管理するリソースを自動的にクリーンアップするよ
うに指示されます。例えば、カスタマーリソースがポリシーの範囲から外れた場合、Firewall Manager
は、Firewall Manager で管理するウェブ ACL と保護されたカスタマーリソースとの関連付けを解除しま
す。
カスタマーリソースがポリシーの範囲外になったときに保護から削除する必要があるリソースを決定する
ために、Firewall Manager は次のガイドラインに従います。
• デフォルトの動作
• 関連する AWS Config マネージドルールが削除されます。この動作は、チェックボックスとは無関係
です。
• 関連付けられた AWS WAF ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) のうち、リソースを含
まないものは、すべて削除されます。この動作は、チェックボックスとは無関係です。
• 範囲外となった保護されたリソースは、関連付けられ、保護されたままになります。例えば、ウェブ
ACL に関連付けられた API Gateway からの Application Load Balancer または API は、ウェブ ACL に
関連付けられたままになり、保護は維持されます。
• [Automatically remove protections from resources that leave the policy scope] (ポリシーの範囲を外れる
リソースから保護を自動的に削除) のチェックボックスをオンにすると、次のようになります。
• 関連する AWS Config マネージドルールが削除されます。この動作は、チェックボックスとは無関係
です。
• 関連付けられた AWS WAF ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) のうち、リソースを含
まないものは、すべて削除されます。この動作は、チェックボックスとは無関係です。
• 範囲外となった保護されたリソースは、ポリシーの範囲から外れると、自動的に関連付けが解除さ
れ、保護から削除されます。例えば、Elastic Inference アクセラレーターまたは Amazon EC2 インス
タンスは、レプリケートされたセキュリティグループがポリシーの範囲外になると、自動的に関連付
けが解除されます。レプリケートされたセキュリティグループとそのリソースは、自動的に保護から
削除されます。

マネージドリスト
マネージドアプリケーションおよびプロトコルリストにより、AWS Firewall Manager コンテンツ監査セ
キュリティグループポリシーの設定と管理が合理化されます。ポリシーが許可または禁止するプロトコル
とアプリケーションを定義するために、マネージドリストを使用します。コンテンツ監査セキュリティグ
ループポリシーの詳細については、「コンテンツ監査セキュリティグループポリシー (p. 404)」を参照し
てください。
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コンテンツ監査セキュリティグループポリシーでは、次のタイプのマネージドリストを使用できます。
• Firewall Manager のアプリケーションリストとプロトコルリスト - Firewall Manager は、これらのリス
トを管理します。
• アプリケーションリストには、一般ユーザーに対して許可または拒否される必要がある一般的に使
用されるアプリケーションを記述する FMS-Default-Public-Access-Apps-Allowed と FMSDefault-Public-Access-Apps-Denied が含まれます。
• プロトコルリストには、一般ユーザーに対して許可される必要がある一般的に使用されるプロトコル
リストである FMS-Default-Protocols-Allowed が含まれます。Firewall Manager が管理するリ
ストはすべて使用できますが、編集や削除はできません。
• カスタムアプリケーションリストとプロトコルリスト - これらのリストを管理できます。必要な設定を
使用して、どちらのタイプのリストも作成できます。独自のカスタムマネージドリストを完全に制御で
き、必要に応じて作成、編集、削除できます。

Note
現在、Firewall Manager は、カスタムマネージドリストを削除すると、そのカスタムマネージ
ドリストへの参照をチェックしません。つまり、アクティブなポリシーによって使用されてい
る場合でも、カスタムマネージドアプリケーションリストまたはプロトコルリストを削除でき
ます。これにより、ポリシーが機能しなくなる可能性があります。アプリケーションリストま
たはプロトコルリストは、アクティブなポリシーによって参照されていないことを検証した後
にのみ削除します。
マネージドリストは AWS リソースです。カスタムマネージドリストにタグを付けることができま
す。Firewall Manager のマネージドリストにタグを付けることはできません。

マネージドリストのバージョニング
カスタムマネージドリストにはバージョンがありません。カスタムリストを編集すると、そのリストを参
照するポリシーは、更新されたリストを自動的に使用します。
Firewall Manager のマネージドリストはバージョニングされています。Firewall Manager サービスチーム
は、セキュリティのベストプラクティスをリストに適用するために、必要に応じて新しいバージョンを公
開します。
ポリシーで Firewall Manager マネージドリストを使用する場合、次のようにバージョニング戦略を選択し
ます。
• 利用可能な最新バージョン – リスト用に明示的なバージョン設定を指定しない場合、ポリシーは自動的
に最新バージョンを使用します。コンソールで使用できる唯一のオプションです。
• 明示的なバージョン - リストのバージョンを指定すると、ポリシーでそのバージョンが使用されます。
ポリシーは、バージョン設定を変更するまで、指定したバージョンにロックされたままとなります。
バージョンを指定するには、CLI またはいずれかの SDK など、コンソールの外部でポリシーを定義する
必要があります。
リストのバージョン設定の選択の詳細については、「コンテンツ監査セキュリティグループポリシーでの
マネージドリストの使用 (p. 393)」を参照してください。

コンテンツ監査セキュリティグループポリシーでのマネージドリ
ストの使用
コンテンツ監査セキュリティグループポリシーを作成するときに、マネージド監査ポリシールールを使用
するように選択できます。このオプションの一部の設定では、マネージドアプリケーションリストまたは
プロトコルリストが必要です。これらの設定の例には、セキュリティグループルールで許可されるプロト
コルや、アプリケーションがインターネットにアクセスできるプロトコルが含まれます。
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マネージドリストを使用する各ポリシー設定には、次の制限が適用されます。
• Firewall Manager のマネージドリストは、任意の設定について最大 1 個指定できます。デフォルトで
は、最大 1 個のカスタムリストを指定できます。カスタムリストの上限はソフトクォータなので、
その制限の引き上げをリクエストできます。詳細については、「AWS Firewall Manager のクォー
タ (p. 445)」を参照してください。
• コンソールで、Firewall Manager のマネージドリストを選択すると、バージョンを指定できません。ポ
リシーは、常に最新バージョンのリストを使用します。バージョンを指定するには、CLI またはいずれ
かの SDK など、コンソールの外部でポリシーを定義する必要があります。Firewall Manager マネージド
リストのバージョニングについては、「マネージドリストのバージョニング (p. 393)」を参照してくだ
さい。
コンソールを通じたコンテンツ監査セキュリティグループポリシーの作成については、「コンテンツ監査
セキュリティグループポリシーの作成 (p. 380)」を参照してください。

カスタムマネージドアプリケーションリストの作成
カスタムマネージドアプリケーションリストを作成するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Application lists] (アプリケーションリスト) を選択します。

3.

[Application lists] (アプリケーションリスト) ページで、[Create application list] (アプリケーションリス
トを作成) を選択します。

4.

[Create application list] (アプリケーションリストを作成) ページで、リストに名前を付けます。プレ
フィックス fms- は Firewall Manager 用に予約されているため、使用しないでください。

5.

プロトコルとポート番号を指定するか、[Type] (タイプ) ドロップダウンからアプリケーションを選択
して、アプリケーションを指定します。アプリケーションの仕様に名前を付けます。

6.

必要に応じて [Add another] (別のものを追加) を選択し、リストが完成するまでアプリケーションに関
する情報を入力します。

7.

(オプション) リストにタグを適用します。

8.

[Save] (保存) を選択してリストを保存し、[Application lists] (アプリケーションリスト) ページに戻り
ます。

カスタムマネージドプロトコルリストの作成
カスタムマネージドプロトコルリストを作成するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Protocol lists] (プロトコルリスト) を選択します。

3.

[Protocol lists] (プロトコルリスト) ページで、[Create protocol list] (プロトコルリストを作成) を選択し
ます。
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4.

プロトコルリスト作成ページで、リストに名前を付けます。プレフィックス fms- は Firewall
Manager 用に予約されているため、使用しないでください。

5.

プロトコルを指定します。

6.

必要に応じて [Add another] (別のものを追加) を選択し、リストが完成するまでプロトコルに関する情
報を入力します。

7.

(オプション) リストにタグを適用します。

8.

[Save] (保存) を選択してリストを保存し、[Protocol lists] (プロトコルリスト) ページに戻ります。

マネージドリストの表示
アプリケーションリストまたはプロトコルリストを表示するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Application lists] (アプリケーションリスト) または [Protocol lists] (プロト
コルリスト) を選択します。
ページには、使用可能な、選択したタイプのリストがすべて表示されます。Firewall Manager が管理
するリストには、[ManagedList] 列に [Y] があります。

3.

リストの詳細を表示するには、その名前を選択します。詳細ページには、リストのコンテンツとタグ
が表示されます。
Firewall Manager のマネージドリストの場合、[Version] (バージョン) ドロップダウンを選択して、使
用可能なバージョンを確認することもできます。

カスタムマネージドリストの削除
カスタムマネージドリストを削除できます。Firewall Manager が管理するリストを編集または削除するこ
とはできません。

Note
現在、Firewall Manager は、カスタムマネージドリストを削除すると、そのカスタムマネージド
リストへの参照をチェックしません。つまり、アクティブなポリシーによって使用されている場
合でも、カスタムマネージドアプリケーションリストまたはプロトコルリストを削除できます。
これにより、ポリシーが機能しなくなる可能性があります。アプリケーションリストまたはプロ
トコルリストは、アクティブなポリシーによって参照されていないことを確認した後にのみ削除
してください。

カスタムマネージドアプリケーションまたはプロトコルリストを削除するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

次の操作を実行して、削除するリストがいずれの監査セキュリティグループポリシーでも使用中では
ないことを確認します。
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a.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

b.

[AWS Firewall Manager policies] (ポリシー) ページで、監査セキュリティグループを選択して編集
し、削除するカスタムリストへの参照をすべて削除します。
監査セキュリティグループポリシーで使用されているカスタムマネージドリストを削除すると、
そのリストを使用しているポリシーが機能しなくなる可能性があります。

3.

ナビゲーションペインで、削除するリストのタイプに応じて、[Application lists] (アプリケーションリ
スト) または [Protocol lists] (プロトコルリスト) を選択します。

4.

リストページで、削除するカスタムリストを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

AWS WAF ポリシー
Firewall Manager AWS WAF ポリシーでは、リソース全体で使用する AWS WAF ルールグループを指
定します。ポリシーを適用すると、ポリシーの範囲内にある各アカウントで、Firewall Manager によっ
て管理されるウェブ ACL が作成されます。生成されたウェブ ACL で、個々のアカウントマネージャー
は、Firewall Manager を通じて定義したルールグループに加えて、ルールとルールグループを追加できま
す。
Firewall Manager は、ポリシーのウェブ ACL を作成するときに、ウェブ ACL に
FMManagedWebACLV2-policy name-timestamp という名前を付けます。タイムスタンプは UTC (ミ
リ秒) です。例えば、FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078 です。
AWS Firewall Manager は、AWS WAF ポリシー用に作成するウェブ ACL とルールグループのサンプリン
グと Amazon CloudWatch メトリクスを有効にします。

AWS WAF ポリシーのルールグループ
Firewall Manager AWS WAF ポリシーによって管理されるウェブ ACL には、3 つのルールセットが含まれ
ています。これらのセットにより、ウェブ ACL 内のルールおよびルールグループの優先順位は上がりま
す。
• お客様が Firewall Manager AWS WAF ポリシーで定義した最初のルールグループ。AWS WAF は最初に
これらのルールグループを評価します。
• アカウントマネージャーがウェブ ACL で定義したルールおよびルールグループ。AWS WAF は次にアカ
ウントマネージドルールまたはルールグループを評価します。
• お客様が Firewall Manager AWS WAF ポリシーで定義した最後のルールグループ。AWS WAF は最後に
これらのルールグループを評価します。
これらの各ルールセット内で、AWS WAF は通常、セット内の優先順位の設定に従って、ルールとルール
グループを評価します。
ポリシーの最初と最後のルールグループセットでは、ルールグループのみを追加できます。マネージド
ルールグループを使用できます。これらのグループは、AWS マネージドルールおよび AWS Marketplace
販売者がお客様に代わって作成して管理します。独自のルールグループを管理して使用することもできま
す。これらのすべてのオプションの詳細については、「ルールグループ (p. 25)」を参照してください。

Note
Firewall Manager は、新しい AWS WAF Bot Control マネージドルールグループをサポートしま
す。AWS WAF の Bot Control については、「AWS WAF Bot Control (p. 138)」を参照してくださ
い。
独自のルールグループを使用する場合は、Firewall Manager AWS WAF ポリシーを作成する前にそれらの
グループを作成します。ガイダンスについては、「独自のルールグループの管理 (p. 80)」を参照してくだ
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さい。個々のカスタムルールを使用するには、独自のルールグループを定義し、その中にルールを定義し
てから、ポリシーでそのルールグループを使用する必要があります。
Firewall Manager を通じて管理する最初と最後の AWS WAF ルールグループの名前は、それぞ
れ PREFMManaged- または POSTFMManaged- で始まり、その後に Firewall Manager ポリシー
名、ルールグループの作成タイムスタンプ (UTC ミリ秒) が続きます。例えば、PREFMManagedMyWAFPolicyName-1621880555123 です。
AWS WAF がウェブリクエストを評価する方法については、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの
評価 (p. 14)」を参照してください。
Firewall Manager AWS WAF ポリシーを作成する手順については、「AWS WAF の AWS Firewall Manager
ポリシーの作成 (p. 373)」を参照してください。
Firewall Manager は、AWS WAF ポリシーのために定義したルールグループのサンプリングと Amazon
CloudWatch メトリクスを有効にします。
個々のアカウント所有者は、ポリシーのマネージドウェブ ACL に追加するルールまたはルールグループの
メトリクスとサンプリング設定を完全に制御できます。

AWS WAF ポリシーのログ記録の設定
AWS WAF ポリシーの集中ログ記録を有効にして、組織内のトラフィックに関する詳細情報を取得できま
す。ログの情報には、AWS WAF が AWS リソースからリクエストを受信した時間、リクエストに関する
詳細情報、および各リクエストがすべての範囲内アカウントから一致したルールのアクションが含まれま
す。AWS WAF ログ記録の詳細については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照して
ください。

Note
AWS Firewall Manager は、AWS WAF Classic ではなく、AWS WAF の最新バージョン向けにこ
のオプションをサポートします。
AWS WAF ポリシーで集中ログ記録を有効にすると、Firewall Manager は次のように Firewall Manager 管
理者アカウントにポリシーのウェブ ACL を作成します。
• Firewall Manager は、アカウントがポリシーの範囲内にあるかどうかにかかわらず、Firewall Manager
管理者アカウントにウェブ ACL を作成します。
• ウェブ ACL でログ記録が有効になり、FMManagedWebACLV2-Loggingpolicy name-timestamp と
いうログ名が付けられます。タイムスタンプは、ウェブ ACL 用にログが有効になった UTC 時間 (ミリ
秒) です。例えば、FMManagedWebACLV2-LoggingMyWAFPolicyName-1621880565180 です。ウェ
ブ ACL には、ルールグループおよび関連するリソースはありません。
• AWS WAF の料金のガイドラインに従って、ウェブ ACL の料金が請求されます。詳細について
は、AWS WAF 料金を参照してください。
• ポリシーを削除すると、Firewall Manager はウェブ ACL を削除します。

Note
Firewall Manager は、組織のメンバーアカウントの既存のログ記録設定を変更しません。
ポリシーのウェブ ACL から、ストレージ先を設定した Amazon Kinesis Data Firehose にログを送信し
ます。ログ記録を有効にした後、AWS WAF は、Kinesis Data Firehose の HTTPS エンドポイントを通
じて、設定された各ウェブ ACL のログを、設定されたストレージ先に配信します。それを使用する前
に、配信ストリームをテストして、組織のログに対応するのに十分なスループットがあることを確認し
ます。Amazon Kinesis Data Firehose を作成し、保存されているログを確認する方法の詳細については、
「What Is Amazon Kinesis Data Firehose?」(Amazon Kinesis Data Firehose とは) を参照してください。
ログ記録を正常に有効化するには、次の許可がある必要があります。
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• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration
サービスにリンクされたロールおよび iam:CreateServiceLinkedRole 許可の詳細については、
「AWS WAF のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 227)」を参照してください。

AWS WAF ポリシーのログ記録を有効にするには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して Amazon Kinesis Data Firehose を作成します。プレ
フィックス aws-waf-logs- で始まる名前を使用します。例えば、aws-waf-logs-firewallmanager-central です。PUT ソースを使用して、動作しているリージョンでデータ Firehose を作
成します。Amazon CloudFront のログをキャプチャしている場合は、米国東部 (バージニア北部) に
Firehose を作成します。それを使用する前に、配信ストリームをテストして、組織のログに対応する
のに十分なスループットがあることを確認します。詳細については、「Creating an Amazon Kinesis
Data Firehose delivery stream」(Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成) を参照してく
ださい。

2.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
3.

ナビゲーションペインで、[Security Policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

4.

ログ記録を有効にする AWS WAF ポリシーを選択します。AWS WAF ログ記録の詳細については、
「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してください。

5.

[Policy details] (ポリシーの詳細) タブの [Policy rules] (ポリシールール) セクションで、[Edit] (編集) を
選択します。

6.

[Logging configuration status] (ログ記録設定ステータス) で、[Disabled] (有効) を選択します。

7.

ログ記録用に作成した Kinesis Data Firehose を選択します。aws-waf-logs- で始まる Firehose を
選択する必要があります。

8.

(オプション) 特定のフィールドとその値がログに含まれることを希望しない場合には、このフィール
ドをマスキングします。マスキングするフィールドを選び、[Add] (追加) を選択します。必要に応じ
て手順を繰り返し、追加のフィールドをマスキングします。マスキングされたフィールドは、ログに
XXX と表示されます。例えば、[URI] フィールドをマスキングすると、ログの [URI] フィールドは XXX
となります。

9.

(オプション) すべてのリクエストをログに送信しない場合は、フィルタリング条件と動作を追加しま
す。[Filter logs] (ログをフィルタリング) で、適用する各フィルターについて [Add filter] (フィルターを
追加) を選択し、次にフィルター基準を選択して、基準に一致するリクエストを保持するかドロップ
するかを指定します。フィルターの追加が完了したら、必要に応じて、[Default logging behavior] (デ
フォルトのログ記録の動作) を変更します。

10. [Next] を選択します。
11. 設定を確認し、[Save] (保存) を選択してポリシーに対する変更を保存します。

AWS WAF ポリシーのログ記録を無効にするには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
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2.

ナビゲーションペインで、[Security Policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

ログ記録を無効にする AWS WAF ポリシーを選択します。

4.

[Policy details] (ポリシーの詳細) タブの [Policy rules] (ポリシールール) セクションで、[Edit] (編集) を
選択します。

5.

[Logging configuration status] (ログ記録設定ステータス) で、[Disabled] (無効) を選択します。

6.

[Next] を選択します。

7.

設定を確認し、[Save] (保存) を選択してポリシーに対する変更を保存します。

AWS Shield Advanced ポリシー
自動修復を有効した状態で Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを適用すると、AWS WAF ウェブ
ACL にまだ関連付けられていない範囲内の各リソースについて、Firewall Manager は空の AWS WAF ウェ
ブ ACL を関連付けます。空のウェブ ACL は、Shield によるモニタリングの目的のためにのみ使用されま
す。その後、他のウェブ ACL をリソースに関連付けると、Firewall Manager は、空のウェブ ACL の関連
付けを削除します。

AWS Firewall Manager が Shield ポリシーの範囲変更を管理する
方法
ポリシーの範囲の設定の変更、リソースのタグに対する変更、組織からのアカウントの削除など、多くの
変更により、アカウントとリソースが AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリシーの範囲から外れ
る可能性があります。ポリシーの範囲設定の一般情報については、「AWS Firewall Manager ポリシーの範
囲 (p. 391)」を参照してください。
AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを使用すると、アカウントまたはリソースが範囲外に
なった場合、Firewall Manager はアカウントまたはリソースのモニタリングを停止します。
アカウントが組織から削除されて範囲外になった場合でも、そのアカウントは引き続き Shield Advanced
にサブスクライブされます。アカウントは一括請求ファミリーのメンバーではなくなるため、アカウント
には按分計算での Shield Advanced サブスクリプション料金が発生します。一方、範囲外になったが、組
織に残っているアカウントについては、追加料金が発生しません。
リソースが範囲外になった場合でも、そのリソースは Shield Advanced によって引き続き保護さ
れ、Shield Advanced データ転送料金が引き続き発生します。

Amazon CloudFront ディストリビューションのアプリケーション
レイヤー DDoS 自動緩和
Amazon CloudFront ディストリビューションに Shield Advanced ポリシーを適用する際に、ポリシーで
Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を設定するオプションがあります。
Shield Advanced 自動緩和については、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩
和 (p. 479)」を参照してください。
Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和には、次の要件があります。
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、Amazon CloudFront リソースでのみ機能します。
このような理由から、Amazon CloudFront ディストリビューションで使用するために、[Global] (グロー
バル) リージョン用に作成する Shield Advanced ポリシーについてのみこのオプションを選択できま
す。
• アプリケーションレイヤーの DDoS 自動緩和は、AWS WAF (v2)の最新バージョンを使用して作成され
たウェブ ACL でのみ機能します。AWS WAF Classic ウェブ ACL では自動緩和を使用できません。
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このため、AWS WAF Classic ウェブ ACL を使用するポリシーがある場合は、そのポリシーを新しい
ポリシーに置き換えるか (これにより、AWS WAF の最新バージョンが自動的に使用されます)、または
Firewall Manager に既存のポリシー用に新しいバージョンのウェブ ACL を作成させて、それらを使用す
るように切り替える必要があります。オプションの詳細については、「AWS WAF Classic ウェブ ACL
を最新バージョンのウェブ ACL に置き換える (p. 400)」を参照してください。

自動緩和設定
Firewall Manager Shield Advanced ポリシーのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和オプショ
ンは、ポリシーの範囲内のアカウントおよびリソースに Shield Advanced 自動緩和機能を適用しま
す。Shield Advanced 機能の詳細については、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動
緩和 (p. 479)」を参照してください。
ポリシーの範囲内の CloudFront ディストリビューションについて、Firewall Manager で自動緩和を有効ま
たは無効にすることを選択でき、あるいはポリシーで Shield Advanced 自動緩和設定を無視することを選
択できます。
• [Enable] (有効化) - 自動緩和を有効にする場合は、一致するウェブリクエストを Shield Advanced 緩和
ルールがカウントまたはブロックするかも指定します。Firewall Manager は、自動緩和が有効になっ
ていないか、ポリシーに指定したルールアクションと一致しないルールアクションを使用している場
合に、範囲内のリソースを非準拠としてマークします。自動修復のポリシーを設定すると、Firewall
Manager は、必要に応じて非準拠のリソースを更新します。
• [Disable] (無効化) - 自動緩和を無効にすることを選択した場合、Firewall Manager は、自動緩和が
有効になっている範囲内のリソースを非準拠としてマークします。自動修復のポリシーを設定する
と、Firewall Manager は、必要に応じて非準拠のリソースを更新します。
• [Ignore] (無視) – 自動緩和を無視することを選択した場合、Firewall Manager は、ポリシーの修復アク
ティビティを実行するときに自動緩和設定を考慮しません。この設定では、Shield Advanced を通じて
リソースレベルで自動緩和を有効または無効にできます。Firewall Manager によってこれらの設定を上
書きする必要はありません。

AWS WAF Classic ウェブ ACL を最新バージョンのウェブ ACL に置き換える
アプリケーションレイヤーの DDoS 自動緩和は、AWS WAF (v2)の最新バージョンを使用して作成された
ウェブ ACL でのみ機能します。AWS WAF Classic ウェブ ACL では自動緩和を使用できません。
Shield Advanced ポリシーのウェブ ACL バージョンを確認するには、「Shield Advanced ポリシーで使用
されている AWS WAF のバージョンの判別 (p. 401)」を参照してください。
Shield Advanced ポリシーで自動緩和を使用する必要があり、ポリシーが現在 AWS WAF Classic ウェブ
ACL を使用している場合は、新しい Shield Advanced ポリシーを作成して現在のポリシーを置き換える
か、このセクションで説明されているオプションを使用して、以前のバージョンのウェブ ACL を、現在の
Shield Advanced ポリシー内の新しい (v2) ウェブ ACL に置き換えることができます。新しいポリシーで
は、常に、最新バージョンの AWS WAF を使用してウェブ ACL を作成します。ポリシー全体を置き換え
た場合、ポリシーを削除すると、Firewall Manager で以前のバージョンのウェブ ACL もすべて削除できま
す。このセクションの残りの部分では、既存のポリシー内のウェブ ACL を置き換えるためのオプションに
ついて説明します。
Amazon CloudFront リソース用の既存の Shield Advanced ポリシーを変更すると、Firewall Manager
は、v2 ウェブ ACL をまだ持っていない範囲内のアカウントで、ポリシー用に新しい空の AWS WAF (v2)
ウェブ ACL を自動的に作成できます。Firewall Manager が新しいウェブ ACL を作成するときに、同じア
カウントでポリシーが既に AWS WAF Classic ウェブ ACL を持っている場合、Firewall Manager は、既存
のウェブ ACL と同じデフォルトのアクション設定で新しいバージョンのウェブ ACL を設定します。既存
の AWS WAF Classic ウェブ ACL がない場合、Firewall Manager は、新しいウェブ ACL でデフォルトの
アクションを Allow に設定します。Firewall Manager が新しいウェブ ACL を作成した後、AWS WAF コ
ンソールで必要に応じてカスタマイズできます。
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次のポリシー設定オプションのいずれかを選択すると、Firewall Manager は、まだそれらを持たない範囲
内のアカウント用に新しい (v2) ウェブ ACL を作成します。
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効または無効にする場合。この選択のみの場
合、Firewall Manager が新しいウェブ ACL を作成するだけであり、ポリシーの範囲内リソース上の既存
の AWS WAF Classic ウェブ ACL の関連付けを置き換えることはありません。
• 自動修復のポリシーアクションを選択し、AWS WAF Classic ウェブ ACL を AWS WAF (v2) ウェブ ACL
に置き換えるオプションを選択した場合。アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の設定の選択内容
にかかわらず、以前のバージョンのウェブ ACL を置き換えることを選択できます。
置換オプションを選択すると、Firewall Manager は必要に応じて新しいバージョンのウェブ ACL を作成
し、ポリシーの範囲内のリソースについて次の操作を実行します。
• リソースが他のアクティブな Firewall Manager ポリシーからウェブ ACL に関連付けられている場
合、Firewall Manager は関連付けのみを残します。
• それ以外の場合、Firewall Manager は AWS WAF Classic ウェブ ACL との関連付けを削除し、リソー
スをポリシーの AWS WAF (v2) ウェブ ACL に関連付けます。
必要に応じて、Firewall Manager で以前のバージョンのウェブ ACL を新しいバージョンのウェブ ACL に
置き換えることを選択できます。以前にポリシーの AWS WAF Classic ウェブ ACL をカスタマイズしたこ
とがある場合は、Firewall Manager に置換ステップを実行させることを選択する前に、新しいバージョン
のウェブ ACL を同等の設定に更新できます。
ポリシー用のウェブ ACL のいずれかのバージョンには、AWS WAF または AWS WAF Classic の同じバー
ジョンのコンソールでアクセスできます。
ポリシー自体を削除するまで、Firewall Manager は置き換えられた AWS WAF Classic ウェブ ACL を削除
しません。AWS WAF Classic ウェブ ACL がポリシーで使用されなくなったら、必要に応じて削除できま
す。

Shield Advanced ポリシーで使用されている AWS WAF のバー
ジョンの判別
ポリシーの AWS Config のサービスにリンクされたルールのパラメータキーを確認することで、Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーがどのバージョンの AWS WAF を使用しているかを判断できま
す。使用中の AWS WAF バージョンが最新の場合、パラメータキーには policyId と webAclArn が
含まれます。以前のバージョン (AWS WAF Classic) である場合、パラメータキーには webAclId と
resourceTypes が含まれます。
AWS Config ルールは、範囲内のリソースとともにポリシーが現在使用しているウェブ ACL のキーのみを
一覧表示します。

Firewall Manager Shield Advanced ポリシーがどのバージョンの AWS WAF を使用しているかを
判別するには
1.

Shield Advanced ポリシーのポリシー ID を取得します。
a.
b.
c.
d.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインイン
し、https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Security Policies] (セキュリティポリシー) を選択します。
ポリシーのリージョンを選択します。CloudFront ディストリビューションの場合、これは
Global です。
必要なポリシーを見つけて、その [Policy ID] (ポリシー ID) の値をコピーします。
ポリシー ID の例: 1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555。

2.

文字列 FMManagedShieldConfigRule にポリシー ID を付加して、ポリシーの AWS Config ルール
名を作成します。
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AWS Config ルール名の例: FMManagedShieldConfigRule1111111-2222-3333-4444a55aa5aaa555。
3.

関連付けられた AWS Config ルールのパラメータで、policyId および webAclArn という名前の
キーを検索します。
a.

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

b.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

c.

リストで Firewall Manager ポリシーの AWS Config ルールの名前を見つけて選択します。ルール
のページが開きます。

d.

[Rule details] (ルールの詳細) の [Parameters] (パラメータ) セクションで、キーを探しま
す。policyId と webAclArn という名前のキーが見つかった場合、ポリシーは最新バージョン
の AWS WAF を使用して作成されたウェブ ACL を使用します。webAclId と resourceTypes
という名前のキーが見つかった場合、ポリシーは以前のバージョンである AWS WAF Classic を
使用して作成されたウェブ ACL を使用します。

セキュリティグループポリシー
AWS Firewall Manager セキュリティグループポリシーを使用して、AWS Organizations で組織の Amazon
Virtual Private Cloud セキュリティグループを管理できます。一元管理されたセキュリティグループポリ
シーは、組織全体、またはアカウントとリソースの特定のサブセットに適用できます。さらに、監査およ
び使用状況セキュリティグループポリシーを使用して、組織内で使用中のセキュリティグループポリシー
をモニタリングおよび管理することもできます。
Firewall Manager は、ポリシーを継続的に維持し、組織全体で追加または更新されるたびにアカウントと
リソースに適用します。AWS Organizations の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」
を参照してください。Amazon Virtual Private Cloud セキュリティグループの詳細については、「Amazon
VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティグループ」を参照してください。
Firewall Manager セキュリティグループポリシーを使用して、AWS 組織全体で次の操作を実行できます。
• 指定したアカウントとリソースに共通セキュリティグループを適用します。
• セキュリティグループルールを監査し、準拠していないルールを見つけて修復します。
• セキュリティグループの使用状況を監査し、未使用および冗長なセキュリティグループをクリーンアッ
プします。
このセクションでは、Firewall Manager セキュリティグループポリシーの仕組みについて説明し、使用
する際のガイダンスを提供します。セキュリティグループポリシーを作成する手順については、「AWS
Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 372)」を参照してください。

共通セキュリティグループポリシー
Firewall Manager では、共通セキュリティグループポリシーを使用して、組織全体のアカウントおよびリ
ソースに対するセキュリティグループの一元管理された関連付けが提供されます。組織内でポリシーを適
用する場所と方法を指定します。
次のリソースタイプに共通セキュリティグループポリシーを適用できます。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• Elastic Network Interface
• Application Load Balancer
• Classic Load Balancer
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コンソールを使用して共通セキュリティグループポリシーを作成する方法については、「共通セキュリ
ティグループポリシーの作成 (p. 378)」を参照してください。
共有 VPC
共通セキュリティグループポリシーのポリシーの範囲設定で、共有 VPC を含めるよう選択できます。こ
の選択肢には、別のアカウントによって所有され、範囲内のアカウントと共有される VPC が含まれます。
範囲内のアカウントが所有する VPC は、常に含まれます。共有 VPC の詳細については、「Amazon VPC
ユーザーガイド」の「共有 VPC の使用」を参照してください。
共有 VPC を含めるには、次の注意事項が適用されます。これらに加えて、セキュリティグループポリシー
の制限 (p. 407) のセキュリティグループポリシーに関する一般的な注意事項も適用されます。
• Firewall Manager は、範囲内の各アカウントの VPC にプライマリセキュリティグループをレプリケート
します。共有 VPC の場合、Firewall Manager は VPC が共有されている範囲内のアカウントごとに、プ
ライマリセキュリティグループを 1 回 レプリケートします。これにより、単一の共有 VPC に複数のレ
プリカが作成される可能性があります。
• 新しい共有 VPC を作成する場合、ポリシーの範囲内にある VPC に少なくとも 1 つのリソースを作成す
るまで、Firewall Manager セキュリティグループポリシーの詳細にその共有VPC は表示されません。
• 共有 VPC を有効にしたポリシーで共有 VPC を無効にすると、共有 VPC において、Firewall Manager
は、リソースに関連付けられていないレプリカセキュリティグループを削除します。Firewall Manager
は、残りのレプリカセキュリティグループをそのままの状態にしますが、それらの管理を停止します。
これらの残りのセキュリティグループを削除するには、各共有 VPC インスタンスで手動で管理する必要
があります。
プライマリセキュリティグループ
共通セキュリティグループポリシーごとに、1 つ以上のプライマリセキュリティグループを AWS Firewall
Manager に提供します。
• プライマリセキュリティグループは、Firewall Manager 管理者アカウントによって作成される必要があ
り、アカウント内の任意の Amazon VPC インスタンスに存在できます。
• プライマリセキュリティグループは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) または Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を通じて管理します。詳細については、「Amazon VPC ユーザー
ガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してください。
• Firewall Manager セキュリティグループポリシーのプライマリとして、1 つ以上のセキュリティグルー
プを指定できます。デフォルトでは、ポリシー内で許可されているセキュリティグループの数は 1 つ
ですが、リクエストを送信して増やすことができます。詳細については、「AWS Firewall Manager の
クォータ (p. 445)」を参照してください。
ポリシールールの設定
共通セキュリティグループポリシーのセキュリティグループとリソースに対して、次の変更管理動作の 1
つ以上を選択できます。
• ローカルユーザーがレプリカセキュリティグループに対して行った変更を特定し、レポートします。
• ポリシーの範囲内の AWS リソースから他のセキュリティグループの関連付けを解除します。
• プライマリグループからレプリカセキュリティグループにタグを配布します。

Important
Firewall Manager は、AWS のサービスによって追加されたシステムタグをレプリカセキュリ
ティグループに配布しません。システムタグは aws: プレフィックスで始まります。
ポリシーの作成と管理
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共通セキュリティグループポリシーを作成すると、Firewall Manager はポリシーの範囲内のすべての
Amazon VPC インスタンスにプライマリセキュリティグループをレプリケートし、レプリケートされたセ
キュリティグループをポリシーの範囲内にあるアカウントおよびリソースに関連付けます。プライマリセ
キュリティグループを変更すると、Firewall Manager はその変更をレプリカに伝達します。
共通セキュリティグループポリシーを削除する場合、ポリシーによって作成されたリソースをクリーン
アップするかどうかを選択できます。Firewall Manager の共通セキュリティグループの場合、これらのリ
ソースはレプリカセキュリティグループです。ポリシーの削除後に個々のレプリカを手動で管理する場合
を除き、クリーンアップオプションを選択してください。ほとんどの場合、クリーンアップオプションを
選択するのが最も簡単な方法です。
レプリカの管理方法
Amazon VPC インスタンス内のレプリカセキュリティグループは、他の Amazon VPC セキュリティグ
ループと同様に管理されます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC のセキュリ
ティグループ」を参照してください。

コンテンツ監査セキュリティグループポリシー
AWS Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーを使用して、組織のセキュリティグ
ループで使用中のルールを確認および管理します。コンテンツ監査セキュリティグループポリシーは、ポ
リシーで定義した範囲に従って、AWS 組織内で使用中のすべてのユーザー定義セキュリティグループに適
用されます。
コンソールを使用してコンテンツ監査セキュリティグループポリシーを作成する方法については、「コン
テンツ監査セキュリティグループポリシーの作成 (p. 380)」を参照してください。
ポリシーの範囲リソースタイプ
次のリソースタイプにコンテンツ監査セキュリティグループポリシーを適用できます。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
• Elastic Network Interface
• Amazon VPC セキュリティグループ
セキュリティグループは、明示的に範囲内にある場合、または範囲内のリソースに関連付けられている場
合、ポリシーの範囲で考慮されます。
ポリシールールのオプション
コンテンツ監査ポリシーごとに、マネージドポリシールールまたはカスタムポリシールールのいずれかを
使用できますが、両方は使用できません。
• マネージドポリシールール - マネージドルールを含むポリシーでは、アプリケーションリストとプ
ロトコルリストを使用して、ポリシーで許可されるものと拒否されるものを指定できます。Firewall
Manager によって管理されているリストを使用できます。独自のアプリケーションリストとプロトコル
リストを作成および使用することもできます。これらのリストタイプおよびカスタムリストの管理オプ
ションの詳細については、「マネージドリスト (p. 392)」を参照してください。
• カスタムポリシールール - カスタムポリシールールを含むポリシーでは、既存のセキュリティグループ
をポリシーの監査セキュリティグループとして指定します。監査セキュリティグループルールは、ポリ
シーによって許可または拒否されるルールを定義するテンプレートとして使用できます。
監査セキュリティグループ
ポリシーで監査セキュリティグループを使用するには、Firewall Manager 管理者アカウントを使用して監
査セキュリティグループを作成する必要があります。セキュリティグループは、Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を通じて管理できます。詳細
については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループの操作」を参照してください。
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コンテンツ監査セキュリティグループポリシーに使用するセキュリティグループは、Firewall Manager
によって、ポリシーの範囲内にあるセキュリティグループの比較参照としてのみ使用されます。Firewall
Manager は、組織内のどのリソースにも関連付けません。
監査セキュリティグループでルールを定義する方法は、ポリシールール設定での選択によって異なりま
す。
• マネージドポリシールール - マネージドポリシールール設定では、監査セキュリティグループを使用し
て、ポリシー内の他の設定を上書きし、許可または拒否しなければ別のコンプライアンスに関する結果
を発生させ得るルールを明示的に許可または拒否します。
• 監査セキュリティグループで定義されているルールを常に許可することを選択した場合、監査セキュ
リティグループで定義されているルールと一致するルールは、他のポリシー設定にかかわらず、ポリ
シーに準拠しているものとみなされます。
• 監査セキュリティグループで定義されているルールを常に拒否することを選択した場合、監査セキュ
リティグループで定義されているルールと一致するルールは、他のポリシー設定にかかわらず、ポリ
シーに非準拠であるものとみなされます。
• カスタムポリシールール: カスタムポリシールール設定について、監査セキュリティグループは、範囲内
のセキュリティグループルールで許容できるものと許容できないものの例を提示します。
• ルールの使用を許可する場合は、すべての範囲内セキュリティグループに、ポリシーの監査セキュリ
ティグループルールの許可範囲内にあるルールのみを含める必要があります。この場合、ポリシーの
セキュリティグループルールは、許容できる操作の例を示します。
• ルールの使用を拒否する場合は、すべての範囲内セキュリティグループに、ポリシーの監査セキュリ
ティグループルールの許可範囲内にないルールのみを含める必要があります。この場合、ポリシーの
セキュリティグループは、許容できない処理の例を示します。
ポリシーの作成と管理
監査セキュリティグループポリシーを作成するときは、自動修復を無効にする必要があります。自動修復
を有効にする前に、ポリシー作成の影響を確認することをお勧めします。予想される影響を確認したら、
ポリシーを編集して自動修復を有効にできます。自動修復が有効な場合、Firewall Manager は範囲内セ
キュリティグループで非準拠のルールを更新または削除します。
監査セキュリティグループポリシーの影響を受けるセキュリティグループ
組織内のすべてのユーザー定義セキュリティグループは、監査セキュリティグループポリシーの範囲に含
める資格があります。
レプリカセキュリティグループはユーザー定義ではないため、監査セキュリティグループポリシーの範囲
に直接適用することはできません。ただし、ポリシーの自動修復アクティビティの結果として更新できま
す。共通セキュリティグループポリシーのプライマリセキュリティグループはユーザー定義であり、監査
セキュリティグループポリシーの範囲内に含めることができます。監査セキュリティグループポリシーが
プライマリセキュリティグループに変更を加えた場合、Firewall Manager はそれらの変更をレプリカに自
動的に伝達します。

使用状況監査セキュリティグループポリシー
AWS Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリシーを使用すると、組織で未使用のセキュ
リティグループと冗長なセキュリティグループをモニタリングし、オプションでクリーンアップを実行で
きます。このポリシーの自動修復を有効にすると、Firewall Manager は次の処理を行います。
1. 冗長なセキュリティグループを統合します (このオプションを選択した場合)。
2. 未使用のセキュリティグループを削除します (このオプションを選択した場合)。
次のリソースタイプに使用状況の監査セキュリティグループポリシーを適用できます。
• Amazon VPC セキュリティグループ
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コンソールを使用して使用状況の監査セキュリティグループポリシーを作成する方法については、「使用
状況監査セキュリティグループポリシーの作成 (p. 383)」を参照してください。
Firewall Manager が冗長セキュリティグループを修復する方法
セキュリティグループを冗長とみなすには、まったく同じルールセットを持ち、同じ Amazon VPC イン
スタンスに存在している必要があります。冗長なセキュリティグループのセットを修復するため、Firewall
Manager は、保持するセット内のセキュリティグループの 1 つを選択し、セット内の他のセキュリティグ
ループに関連付けられているすべてのリソースに関連付けます。その後、Firewall Manager は、関連付け
られたリソースから他のセキュリティグループの関連付けを解除し、使用されていない状態にします。

Note
未使用のセキュリティグループも削除するように選択した場合、Firewall Manager は次にその処
理を実行します。これにより、冗長セットに含まれるセキュリティグループが削除される可能性
があります。
Firewall Manager が未使用のセキュリティグループを修復する方法
セキュリティグループを未使用とみなすためには、ポリシー規則で指定されている時間 (分) の間、どのリ
ソースによっても使用されないままであることが必要です。デフォルトでは、この数値はゼロです。新し
いセキュリティグループをリソースに関連付ける時間を確保するため、最大 525,600 分 (365 日) を指定で
きます。Firewall Manager は、ルールの設定に従って、アカウントから未使用のセキュリティグループを
削除することで修復します。
デフォルトのアカウント指定
コンソールで使用状況に関する監査セキュリティグループポリシーを作成すると、Firewall Manager は自
動的に [Exclude the specified accounts and include all others] (指定されたアカウントを除外し、他のすべ
てを含める) を選択します。その後、サービスによって、除外するリストに Firewall Manager 管理者アカ
ウントが配置されます。これは推奨されるアプローチであり、Firewall Manager 管理者アカウントに属す
るセキュリティグループを手動で管理できます。

セキュリティグループポリシーのベストプラクティス
このセクションでは、AWS Firewall Manager を使用してセキュリティグループを管理するための推奨事項
を示します。
Firewall Manager 管理者アカウントを除外する
ポリシーの範囲を設定する場合は、Firewall Manager 管理者アカウントを除外します。コンソールを使用
して使用状況監査セキュリティグループポリシーを作成する場合、これがデフォルトのオプションです。
自動修復を無効にした状態で開始する
コンテンツまたは使用状況監査セキュリティグループポリシーの場合は、自動修復を無効にした状態で始
めます。ポリシーの詳細情報を確認し、自動修復による影響を判断します。変更が適切であることを確認
したら、ポリシーを編集して自動修復を有効にします。
外部ソースを使用してセキュリティグループを管理する場合は、競合を回避する
Firewall Manager 以外のツールまたはサービスを使用してセキュリティグループを管理する場合
は、Firewall Manager の設定と外部ソースの設定との競合を避けるように注意してください。自動修復を
使用して、設定が競合する場合は、両側のリソースを消費する、競合する修復のサイクルを作成できま
す。
例えば、AWS リソースのセットのセキュリティグループを維持するために別のサービスを設定し、同じリ
ソースの一部またはすべてに対して異なるセキュリティグループを維持するように Firewall Manager ポリ
シーを設定するとします。他のセキュリティグループを範囲内のリソースに関連付けることを禁止するよ
うにどちらかの側を設定すると、その側ではもう一方の側によって維持されているセキュリティグループ

406

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
セキュリティグループポリシー

の関連付けが削除されます。両側がこのように設定されている場合、競合する関連付けの解除と関連付け
のサイクルになる可能性があります。
さらに、Firewall Manager 監査ポリシーを作成して、他のサービスのセキュリティグループ設定と競合す
るセキュリティグループ設定を強制するとします。Firewall Manager 監査ポリシーによって適用された修
復によって、そのセキュリティグループを更新または削除し、他のサービスのコンプライアンスから解除
できます。モニタリングして、検出した問題を自動的に修復するように他のサービスが設定されている場
合、セキュリティグループを再作成または更新して、また Firewall Manager 監査ポリシーへのコンプライ
アンスを解除します。Firewall Manager 監査ポリシーに自動修復が設定されている場合、また外部セキュ
リティグループなどを更新または削除します。
このような競合を回避するには、Firewall Manager と外部ソースの間で相互に排他的な設定を作成しま
す。
タグ付けを使用して、Firewall Manager ポリシーによる自動修復から外部のセキュリティグループを除外
できます。これを行うには、外部ソースによって管理されるセキュリティグループまたはその他のリソー
スに 1 つ以上のタグを追加します。その後、Firewall Manager ポリシーの範囲を定義するときに、リソー
ス仕様で、追加した 1 つまたは複数のタグを持つリソースを除外します。
同様に、外部のツールまたはサービスでは、Firewall Manager が管理するセキュリティグループを管理ア
クティビティまたは監査アクティビティから除外します。Firewall Manager リソースをインポートしない
か、Firewall Manager 固有のタグ付けを使用して外部管理から除外します。

セキュリティグループポリシーの制限
ここでは、AWS Firewall Manager セキュリティグループポリシーを使用する際の制限事項を示します。
• Fargate サービスタイプを使用して作成された Amazon EC2 Elastic Network Interface のセキュリティ
グループの更新はサポートされていません。ただし、 Amazon EC2 サービスタイプで Amazon ECS
Elastic Network Interface のセキュリティグループを更新することはできます。
• Firewall Manager は、Amazon Relational Database Service によって作成された Amazon EC2 Elastic
Network Interface のセキュリティグループをサポートしていません。
• Amazon ECS Elastic Network Interface の更新は、ローリング更新 (Amazon ECS) デプロイコントロー
ラーを使用する Amazon ECS サービスでのみ可能です。CODE_DEPLOY や外部コントローラーなどの
他の Amazon ECS デプロイコントローラーでは、Firewall Manager は現在 Elastic Network Interface を
更新できません。
• Amazon EC2 Elastic Network Interface のセキュリティグループでは、セキュリティグループに対する変
更は Firewall Manager にすぐには表示されません。Firewall Manager は通常、数時間以内に変更を検出
しますが、検出は最長で 6 時間遅延する可能性があります。
• Firewall Manager は、Network Load Balancer の Elastic Network Interface のセキュリティグループの更
新をサポートしていません。
• Firewall Manager は、共通セキュリティグループポリシーでのセキュリティグループの参照をサポート
していません。

セキュリティグループポリシーのユースケース
AWS Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーを使用して、Amazon VPC インスタンス間の
通信のためのホストファイアウォール設定を自動化できます。このセクションでは、標準 Amazon VPC
アーキテクチャを一覧表示し、Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーを使用して各アーキ
テクチャを保護する方法について説明します。これらのセキュリティグループポリシーを使用すると、統
合されたルールセットを適用してさまざまなアカウントのリソースを選択し、Amazon Elastic Compute
Cloud および Amazon VPC のアカウント単位の設定を回避できます。
Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーでは、別の Amazon VPC のインスタンスとの通信に
必要な EC2 Elastic Network Interface のみにタグ付けできます。同じ Amazon VPC 内の他のインスタンス
の方がセキュリティが高く、分離されています。
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ユースケース: Application Load Balancer および Classic Load Balancer に対するリクエストのモニタリン
グと制御
Firewall Manager 共通セキュリティグループポリシーを使用して、範囲内のロードバランサーが処理すべ
きリクエストを定義できます。これは、Firewall Manager コンソールで設定できます。セキュリティグ
ループのインバウンドルールに準拠したリクエストのみがロードバランサーに到達でき、そのロードバラ
ンサーはアウトバウンドルールを満たすリクエストのみを配信します。
ユースケース: インターネットにアクセス可能、パブリック Amazon VPC
Amazon VPC 共通セキュリティグループポリシーを使用して、インバウンドポート 443 のみを許可する
など、パブリック Amazon VPC を保護できます。これは、パブリック VPC のインバウンド HTTPS トラ
フィックのみを許可することと同じです。VPC 内のパブリックリソースにタグ付けし (「PublicVPC」な
ど)、そのタグを持つリソースのみに Firewall Manager ポリシーの範囲を設定できます。Firewall Manager
は、これらのリソースにポリシーを自動的に適用します。
ユースケース: パブリックおよびプライベート Amazon VPC インスタンス
パブリックリソースには、前のインターネットにアクセス可能なパブリック Amazon VPC インスタンスの
ユースケースで推奨されているのと同じ共通セキュリティグループポリシーを使用できます。2 つ目の共
通セキュリティグループポリシーを使用して、パブリックリソースとプライベートリソース間の通信を制
限できます。パブリックおよびプライベート Amazon VPC インスタンスのリソースに「PublicPrivate」な
どのタグを付けて、2 つ目のポリシーを適用します。3 つ目のポリシーを使用して、プライベートリソー
スと他の企業またはプライベート Amazon VPC インスタンスとの間で許可される通信を定義できます。こ
のポリシーの場合、プライベートリソースで別の識別タグを使用できます。
ユースケース: ハブアンドスポーク Amazon VPC インスタンス
共通セキュリティグループポリシーを使用して、ハブ Amazon VPC インスタンスとスポーク Amazon
VPC インスタンス間の通信を定義できます。2 つ目のポリシーを使用して、各スポーク Amazon VPC イ
ンスタンスからハブ Amazon VPC インスタンスへの通信を定義できます。
ユースケース: Amazon EC2 インスタンスのデフォルトネットワークインターフェイス
共通セキュリティグループポリシーを使用して、内部 SSH やパッチ/OS 更新サービスなどの標準通信のみ
を許可し、その他の安全でない通信を禁止することができます。
ユースケース: オープン許可を持つリソースを特定する
監査セキュリティグループポリシーを使用して、パブリック IP アドレスと通信する許可を持つ組織内のす
べてのリソース、またはサードパーティベンダーに属する IP アドレスを持つリソースを特定できます。

AWS Network Firewall ポリシー
AWS Firewall Manager Network Firewall ポリシーを使用して、AWS Organizations の組織全体の Amazon
Virtual Private Cloud VPC のために AWS Network Firewall ファイアウォールを管理できます。一元管理さ
れたファイアウォールを組織全体に適用することも、アカウントと VPC の選択したサブセットに適用する
こともできます。
Network Firewall は、VPC 内のパブリックサブネットのために、ネットワークトラフィックフィルタリン
グ保護を提供します。Firewall Manager ポリシーを適用すると、ポリシーの範囲内にある各アカウントお
よび VPC について、Firewall Manager は Network Firewall ファイアウォールを作成し、ファイアウォール
エンドポイントを VPC サブネットにデプロイして、ネットワークトラフィックをフィルタリングします。

Note
Firewall Manager の Network Firewall ポリシーは、組織全体における VPC のための Network
Firewall 保護を管理するために使用する Firewall Manager ポリシーです。
Network Firewall 保護は、ファイアウォールポリシーと呼ばれる Network Firewall サービスのリ
ソースで指定されます。
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Network Firewall の使用については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」を参照してくださ
い。
次のセクションでは、Firewall Manager の Network Firewall ポリシーを使用するための要件と、ポリシー
の仕組みについて説明します。ポリシーの作成手順については、「AWS Network Firewall の AWS Firewall
Manager ポリシーの作成 (p. 384)」を参照してください。
リソース共有を有効にする必要があります。
Network Firewall ポリシーは、組織内のアカウント全体で Network Firewall ルールグループを共有します。
これを機能させるには、AWS Organizations 用にリソース共有を有効にする必要があります。リソース
共有を有効にする方法については、「Network Firewall ポリシーと DNS Firewall ポリシーのリソース共
有 (p. 416)」を参照してください。
Network Firewall ルールグループを定義する必要があります。
新しい Network Firewall ポリシーを指定するときは、直接 AWS Network Firewall を使用する場合と同じ
ようにファイアウォールポリシーを定義します。追加するステートレスルールグループ、デフォルトのス
テートレスアクション、およびステートフルルールグループを指定します。ルールグループをポリシーに
含めるには、そのルールグループが Firewall Manager 管理者アカウントに既に存在している必要がありま
す。Network Firewall ルールグループの作成については、「AWS Network Firewall ルールグループ」を参
照してください。
Firewall Manager がファイアウォールエンドポイントを作成する方法
ポリシーのデプロイモデルによって、Firewall Manager がファイアウォールエンドポイントを作成する方
法が決まります。選択できるデプロイモデルには、分散デプロイモデルと集約型デプロイモデルの 2 つが
あります。
• 分散デプロイモデル - 分散デプロイモデルでは、Firewall Manager は、ポリシー範囲内にある各 VPC の
ためにエンドポイントを作成します。ファイアウォールエンドポイントを作成するアベイラビリティー
ゾーンを指定してエンドポイントの場所をカスタマイズすることも、Firewall Manager に、パブリック
サブネットを使用してアベイラビリティーゾーンにエンドポイントを自動的に作成させることもできま
す。アベイラビリティーゾーンを手動で選択する場合は、アベイラビリティーゾーンごとに許可される
CIDR のセットを制限するオプションがあります。Firewall Manager でエンドポイントを自動的に作成
する場合は、サービスが VPC 内で単一のエンドポイントを作成するか、複数のファイアウォールエンド
ポイントを作成するかを指定する必要もあります。
• 複数のファイアウォールエンドポイントの場合、Firewall Manager は、各アベイラビリティーゾーン
にファイアウォールエンドポイントをデプロイします。ここには、インターネットゲートウェイ、ま
たは Firewall Manager が作成したファイアウォールエンドポイントルートがルートテーブル内に存在
するサブネットがあります。これは、Network Firewall ポリシーのデフォルトのオプションです。
• 単一のファイアウォールエンドポイントの場合、Firewall Manager は、インターネットゲートウェイ
ルートを持つサブネット内の単一のアベイラビリティーゾーンにファイアウォールエンドポイントを
デプロイします。このオプションでは、他のゾーンのトラフィックは、ファイアウォールによるフィ
ルタリングの対象となるためにゾーン境界を越える必要があります。

Note
これらのオプションの両方で、IPv4/prefixlist ルートを含むルートテーブルに関連付けられた
サブネットが必要です。Firewall Manager は、他のリソースをチェックしません。
• 集約型デプロイモデル - 集約型デプロイモデルを使用すると、Firewall Manager は、検査 VPC 内に 1 つ
以上のファイアウォールエンドポイントを作成します。検査 VPC は、Firewall Manager がエンドポイン
トを起動する中央 VPC です。集約型デプロイモデルを使用する場合は、ファイアウォールエンドポイン
トを作成するアベイラビリティーゾーンも指定します。ポリシーを作成した後で検査 VPC を変更するこ
とはできません。別の検査 VPC を使用するには、新しいポリシーを作成する必要があります。
アベイラビリティーゾーンのリストを変更すると、Firewall Manager は、過去に作成されたが、現在はポ
リシーの範囲に含まれていないエンドポイントのクリーンアップを試みます。Firewall Manager は、範囲
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外のエンドポイントを参照するルートテーブルのルートがない場合にのみ、エンドポイントを削除しま
す。Firewall Manager は、これらのエンドポイントを削除できないことが判明した場合、ファイアウォー
ルサブネットを非準拠としてマークし、安全に削除できるようになるまでエンドポイントの削除を試行し
続けます。
Firewall Manager がファイアウォールサブネットを管理する方法
ファイアウォールサブネットは、ネットワークトラフィックをフィルタリングするファイアウォールエン
ドポイントのために Firewall Manager が作成する VPC サブネットです。各ファイアウォールエンドポイ
ントは、専用 VPC サブネットでデプロイされる必要があります。Firewall Manager は、ポリシーの範囲内
にある各 VPC に少なくとも 1 つのファイアウォールサブネットを作成します。
自動エンドポイント設定で分散型デプロイモデルを使用するポリシーの場合、Firewall Manager は、イン
ターネットゲートウェイルートを持つサブネット、または Firewall Manager がポリシー用に作成したファ
イアウォールエンドポイントへのルートを持つサブネットを持つアベイラビリティーゾーンにのみ、ファ
イアウォールサブネットを作成します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC とサ
ブネット」を参照してください。
Firewall Manager がファイアウォールエンドポイントを作成するアベイラビリティーゾーンを指定する
分散型または集約型モデルのいずれかを使用するポリシーの場合、Firewall Manager は、アベイラビリ
ティーゾーンに他のリソースがあるかどうかにかかわらず、それらの特定のアベイラビリティーゾーンに
エンドポイントを作成します。
Network Firewall ポリシーを最初に定義する際に、Firewall Manager が範囲内の各 VPC 内のファイア
ウォールサブネットを管理する方法を指定します。この選択を後で変更することはできません。
自動エンドポイント設定で分散型デプロイモデルを使用するポリシーの場合、次のオプションから選択で
きます。
• パブリックサブネットを持つすべてのアベイラビリティーゾーンにファイアウォールサブネットをデプ
ロイします。これがデフォルトの動作です。これにより、トラフィックフィルタリング保護の高可用性
を実現できます。
• 1 つのアベイラビリティーゾーンに 1 つのファイアウォールサブネットをデプロイします。この選択に
より、Firewall Manager は、最もパブリックなサブネットを持つ VPC 内のゾーンを特定し、そこにファ
イアウォールサブネットを作成します。単一のファイアウォールエンドポイントは、VPC のすべての
ネットワークトラフィックをフィルタリングします。これにより、ファイアウォールのコストは削減
できますが、可用性は高くなく、他のゾーンからのトラフィックがフィルタリング対象となるためには
ゾーン境界を越える必要があります。
カスタムエンドポイント設定または集約型デプロイモデルで分散デプロイモデルを使用するポリシーの場
合、Firewall Manager は、ポリシーの範囲内にある指定されたアベイラビリティーゾーンにサブネットを
作成します。
Firewall Manager がファイアウォールサブネットに使用する VPC CIDR ブロックを提供することも、ファ
イアウォールエンドポイントアドレスの選択の決定を Firewall Manager に任せることもできます。
• CIDR ブロックを指定しない場合、Firewall Manager は、使用可能な IP アドレスを VPC にクエリしま
す。
• CIDR ブロックのリストを指定すると、Firewall Manager は、指定した CIDR ブロック内の新しいサ
ブネットのみを検索します。/28 CIDR ブロックを使用する必要があります。Firewall Manager が作成
する各ファイアウォールサブネットについて、CIDR ブロックリストをたどり、アベイラビリティー
ゾーンと VPC に適用可能で、かつ、利用可能なアドレスを持つ最初に見つかったリストを使用しま
す。Firewall Manager が VPC 内のオープンスペースを見つけることができない場合 (制限の有無にかか
わらず)、サービスは VPC 内にファイアウォールを作成しません。
Firewall Manager がアベイラビリティーゾーンで必要なファイアウォールサブネットを作成できない場
合、そのサブネットをポリシーに非準拠であるものとしてマークします。ゾーンがこの状態にある間、別
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のゾーンのエンドポイントによるフィルタリングの対象となるためには、ゾーンのトラフィックがゾーン
境界を越える必要があります。これは、単一のファイアウォールサブネットのシナリオに似ています。
Firewall Manager が Network Firewall リソースを管理する方法
Firewall Manager でポリシーを定義する場合、標準の AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーの
ネットワークトラフィックフィルタリング動作を指定します。ステートレスおよびステートフル Network
Firewall ルールグループを追加し、ステートレスルールと一致しないパケットのデフォルトアクション
を指定します。AWS Network Firewall でファイアウォールポリシーを操作する方法については、「AWS
Network Firewall ファイアウォールポリシー」を参照してください。
Network Firewall ポリシーを保存すると、Firewall Manager は、ポリシーの範囲内にある各 VPC にファイ
アウォールとファイアウォールポリシーを作成します。Firewall Manager は、次の値を連結して、これら
の Network Firewall リソースの名前を指定します。
• FMManagedNetworkFirewall または FMManagedNetworkFirewallPolicy のいずれかの固定文字
列 (リソースタイプによる)。
• Firewall Manager ポリシー名。これは、ポリシーの作成時に割り当てる名前です。
• Firewall Manager ポリシー ID。これは、Firewall Manager ポリシーの AWS リソース ID です。
• Amazon VPC ID。これは、Firewall Manager がファイアウォールおよびファイアウォールポリシーを作
成する VPC の AWS リソース ID です。
Firewall Manager によって管理されるファイアウォールの名前の例を次に示します。
FMManagedNetworkFirewallEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId

ファイアウォールポリシー名の例を次に示します。
FMManagedNetworkFirewallPolicyEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId

ポリシーを作成した後、VPC のアカウント所有者は、ファイアウォールポリシー設定またはルールグルー
プを上書きすることはできませんが、Firewall Manager が作成したファイアウォールポリシーにルールグ
ループを追加することはできます。
Firewall Manager がポリシーの VPC ルートテーブルを管理およびモニタリングする方法

Note
ルートテーブル管理は、集約型デプロイモデルを使用するポリシーでは現在サポートされていま
せん。
Firewall Manager がファイアウォールエンドポイントを作成すると、それらの VPC ルートテーブルも作成
されます。ただし、Firewall Manager は VPC ルートテーブルを管理しません。ネットワークトラフィック
を Firewall Manager によって作成されたファイアウォールエンドポイントに送信するように VPC ルート
テーブルを設定する必要があります。Amazon VPC イングレスルーティングの拡張機能を使用して、新し
いファイアウォールエンドポイントを通じてトラフィックをルーティングするようにルーティングテーブ
ルを変更します。変更によって、保護するサブネットと外部の場所の間にファイアウォールエンドポイン
トを挿入する必要があります。実行が必要となる正確なルーティングは、アーキテクチャとそのコンポー
ネントによって異なります。
現在、Firewall Manager では、ファイアウォールをバイパスするインターネットゲートウェイ宛てのトラ
フィックについて、VPC ルートテーブルのルートをモニタリングできます。Firewall Manager は、NAT
ゲートウェイなどの他のターゲットゲートウェイをサポートしていません。
VPC のルートテーブルの管理については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の
「Managing route tables for your VPC」(VPC のルートテーブルの管理) を参照してください。Network
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Firewall 向けルートテーブルの管理の情報については、AWS Network Firewall デベロッパーガイドの
「Route table configurations for AWS Network Firewall」(AWS Network Firewall 向けルートテーブル設定)
を参照してください。
ポリシーのモニタリングを有効にすると、Firewall Manager は VPC ルート設定を継続的にモニタリング
し、その VPC のファイアウォール検査をバイパスするトラフィックについて警告します。サブネットに
ファイアウォールエンドポイントルートがある場合、Firewall Manager は次のルートを検索します。
• Network Firewall エンドポイントにトラフィックを送信するルート。
• Network Firewall エンドポイントからインターネットゲートウェイにトラフィックを転送するルート。
• インターネットゲートウェイから Network Firewall エンドポイントへのインバウンドルート。
• ファイアウォールサブネットからのルート。
サブネットに Network Firewall ルートがあるが、Network Firewall とインターネットゲートウェイのルー
トテーブルに非対称ルーティングがある場合、Firewall Manager はサブネットを非準拠としてレポートし
ます。また、Firewall Manager は、Firewall Manager が作成したファイアウォールルートテーブルおよび
サブネットのルートテーブルでインターネットゲートウェイへのルートを検出し、それらを非準拠として
報告します。Network Firewall サブネットルートテーブルおよびインターネットゲートウェイルートテー
ブル内の追加ルートも、非準拠として報告されます。Firewall Manager は、違反タイプに応じて、ルート
設定を準拠状態にするための修復アクションを提案します。Firewall Manager は、すべてのケースで提案
を提供するわけではありません。例えば、お客様のサブネットに、Firewall Manager の外部で作成された
ファイアウォールエンドポイントがある場合、Firewall Manager は修復アクションを提案しません。
デフォルトでは、Firewall Manager は、アベイラビリティーゾーンの境界を越えるトラフィックを検査の
ために非準拠としてマークします。ただし、VPC 内に単一のエンドポイントを自動的に作成するように選
択した場合、Firewall Manager は、アベイラビリティーゾーンの境界を越えるトラフィックを非準拠とし
てマークしません。
カスタムエンドポイント設定で分散デプロイモデルを使用するポリシーの場合、あるアベイラビリティー
ゾーンからのものであって、アベイラビリティーゾーンの境界を越え、ファイアウォールエンドポイント
がないトラフィックを、準拠または非準拠のいずれとしてマークするかを選択できます。

Note
• Firewall Manager は、IPv6 ルートやプレフィックスリストルートなど、IPv4 以外のルートに対
する修復アクションを提案しません。
• DisassociateRouteTable API コールを使用して行われた呼び出しは、検出に最大で 12 時
間かかる場合があります。
• Firewall Manager は、ファイアウォールエンドポイントを含むサブネットの Network Firewall
ルートテーブルを作成します。Firewall Manager は、このルートテーブルに有効なインター
ネットゲートウェイと VPC のデフォルトルートだけが含まれていると仮定します。このルート
テーブル内の追加ルートまたは無効なルートは、非準拠とみなされます。
Firewall Manager ポリシーを設定するときに、[Monitor] (モニタリング) モードを選択すると、Firewall
Manager はリソースの違反とリソースに関する修復の詳細を提供します。これらの推奨される修復ア
クションを使用して、ルートテーブル内のルートの問題を修正できます。[Off] (オフ) モードを選択し
た場合、Firewall Manager はルートテーブルのコンテンツをモニタリングしません。このオプションで
は、VPC ルートテーブルを自ら管理できます。これらのリソース違反の詳細については、「AWS Firewall
Manager ポリシーのコンプライアンス情報の表示 (p. 417)」を参照してください。

Warning
ポリシーの作成時に [AWS Network Firewall route configuration] (ルート設定) で [Monitor] (モニタ
リング) を選択した場合、そのポリシーについてはオフにすることはできません。ただし、[Off]
(オフ) を選択すると、後で有効にすることができます。
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AWS Network Firewall ポリシーのログ記録の設定
Network Firewall ポリシーの集中ログ記録を有効にして、組織内のトラフィックに関する詳細情報を取得
できます。フローログ記録を選択してネットワークトラフィックフローをキャプチャするか、アラートロ
グ記録を選択して DROP または ALERT に設定されたルールアクションを持つルールに一致するトラフィッ
クをレポートできます。AWS Network Firewall ログ記録の詳細については、「AWS Network Firewall デベ
ロッパーガイド」の「AWS Network Firewall からのネットワークトラフィックのログ記録」を参照してく
ださい。
ポリシーの Network Firewall ファイアウォールから Amazon S3 バケットにログを送信します。ログ記録
を有効にすると、AWS Network Firewall は、ファイアウォール設定を更新して、予約済みの AWS Firewall
Manager プレフィックス <policy-name>-<policy-id> が付いている選択済みの Amazon S3 バケット
にログを配信することにより、設定された各 Network Firewall のログを配信します。

Note
このプレフィックスは、Firewall Manager によってログ記録設定が追加されたのか、またはアカ
ウント所有者によって追加されたのかを判断するために、Firewall Manager によって使用されま
す。アカウント所有者が独自のカスタムログ記録に予約済みプレフィックスを使用しようとする
と、Firewall Manager ポリシーのログ記録設定によって上書きされます。
Amazon S3 バケットを作成し、保存されているログを確認する方法の詳細については、「Amazon Simple
Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 とは」を参照してください。
ログ記録を有効にするには、次の要件を満たす必要があります。
• Firewall Manager ポリシーで指定する Amazon S3 が存在している必要があります。
• アクセス許可を持っている必要があります。
• logs:CreateLogDelivery
• s3:GetBucketPolicy
• s3:PutBucketPolicy
• ログ記録の送信先である Amazon S3 バケットが、AWS Key Management Service に保存されている
キーを使用したサーバー側の暗号化を使用している場合、次のポリシーを AWS KMS カスタマーマネー
ジドキーに追加して、Firewall Manager が CloudWatch Logs ロググループにログ記録できるようにする
必要があります。

{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:Decrypt*",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Describe*"
],
"Resource": "*"

AWS Network Firewall 一元ログ記録に使用できるのは、Firewall Manager 管理者アカウントのバケットの
みであることに注意してください。
Network Firewall ポリシーで集中ログ記録を有効にすると、Firewall Manager はアカウントに対して次のア
クションを実行します。
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• Firewall Manager は、選択した S3 バケットの許可を更新して、ログ配信を許可します。
• Firewall Manager は、ポリシーの範囲内にある各メンバーアカウントのために、S3 バケットにディ
レクトリを作成します。各アカウントのログは <bucket-name>/<policy-name>-<policy-id>/
AWSLogs/<account-id> にあります。

Network Firewall ポリシーのログ記録を有効にするには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して Amazon S3 バケットを作成します。詳細について
は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「バケットの作成」を参照してくださ
い。

2.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
3.

ナビゲーションペインで、[Security Policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

4.

ログ記録を有効にする Network Firewall ポリシーを選択します。AWS Network Firewall ログ記録の詳
細については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「AWS Network Firewall からのネッ
トワークトラフィックのログ記録」を参照してください。

5.

[Policy details] (ポリシーの詳細) タブの [Policy rules] (ポリシールール) セクションで、[Edit] (編集) を
選択します。

6.

ログを有効にして集約するには、[Logging configuration] (ログ記録の設定) で 1 つ以上のオプションを
選択します。
• フローログを有効化および集約する
• アラートログを有効化および集約する

7.

ログの配信先とする Amazon S3 バケットを選択します。有効にするログタイプごとにバケットを選
択する必要があります。両方のログタイプに同じバケットを使用できます。

8.

(オプション) カスタムメンバーアカウントで作成されたログ記録をポリシーのログ記録設定に置き換
える場合は、[Override existing logging configuration] (既存のログ設定を上書き) を選択します。

9.

[Next] を選択します。

10. 設定を確認し、[Save] (保存) を選択してポリシーに対する変更を保存します。

Network Firewall ポリシーのログ記録を無効にするには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security Policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

ログ記録を無効にする Network Firewall ポリシーを選択します。

4.

[Policy details] (ポリシーの詳細) タブの [Policy rules] (ポリシールール) セクションで、[Edit] (編集) を
選択します。

5.

[Logging configuration status] (ログ記録設定のステータス) で、[Enable and aggregate flow logs] (フ
ローログを有効にして集約) および [Enable and aggregate alert logs] (アラートログを有効にして集約)
の選択を解除します (選択されている場合)。

6.

[Next] を選択します。

7.

設定を確認し、[Save] (保存) を選択してポリシーに対する変更を保存します。
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Palo Alto Networks Cloud NGFW ポリシー
Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW) は、AWS Firewall Manager ポリシーに使用
できるサードパーティーのファイアウォールサービスです。Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall
Manager を使用すると、すべての AWS アカウントで Palo Alto Networks Cloud NGFW リソースとルール
スタックを作成して一元的にデプロイできます。
Firewall Manager で Palo Alto Networks Cloud NGFW を使用するには、まず AWS Marketplace で Palo
Alto Networks Cloud NGFW Pay-As-You-Go サービスをサブスクライブします。サブスクライブ後、Palo
Alto Networks Cloud NGFW サービスで一連のステップを実行して、アカウントと Cloud NGFW 設定を構
成します。その後、Firewall Manager Cloud FMS ポリシーを作成して、AWS Organizations 内のすべての
アカウントで Palo Alto Networks Cloud NGFW リソースとルールを一元的にデプロイして管理します。
Firewall Manager ポリシーを作成する手順については、「Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud
NGFW の AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 388)」を参照してください。Firewall Manager 用
に Palo Alto Networks Cloud NGFW を設定および管理する方法については、Palo Alto Networks Palo Alto
Networks Cloud NGFW on AWS のドキュメントを参照してください。

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシー
AWS Firewall Manager DNS Firewall ポリシーを使用して、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ルー
ルグループと AWS Organizations の組織全体の Amazon Virtual Private Cloud VPC との間の関連付けを管
理できます。一元管理されたルールグループを組織全体に適用することも、アカウントと VPC の選択した
サブセットに適用することもできます。
DNS Firewall は、VPC のアウトバウンド DNS トラフィックのフィルタリングと規制を提供します。DNS
Firewall のルールグループで再利用可能なフィルタリングルールのコレクションを作成し、そのルールグ
ループを VPC に関連付けます。Firewall Manager ポリシーを適用すると、ポリシーの範囲内にある各ア
カウントおよび VPC について、Firewall Manager は、Firewall Manager ポリシーで指定した関連付けの
優先順位の設定を使用して、ポリシー内の各 DNS Firewall ルールグループと、ポリシーの範囲内にある各
VPC の間の関連付けを作成します。
DNS Firewall の使用方法については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53
Resolver DNS Firewall」を参照してください。
次のセクションでは、Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーを使用するための要件と、ポリシーの仕
組みについて説明します。ポリシーの作成手順については、「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall の
AWS Firewall Manager ポリシーの作成 (p. 387)」を参照してください。
リソース共有を有効にする必要があります。
DNS Firewall ポリシーは、組織内のアカウント全体で DNS Firewall ルールグループを共有します。これを
機能させるには、AWS Organizations でリソース共有を有効にする必要があります。リソース共有を有効
にする方法については、「Network Firewall ポリシーと DNS Firewall ポリシーのリソース共有 (p. 416)」
を参照してください。
DNS Firewall ルールグループを定義する必要があります。
新しい DNS Firewall ポリシーを指定する際に、Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall を直接使用する
場合と同じようにルールグループを定義します。ルールグループをポリシーに含めるには、そのルールグ
ループが Firewall Manager 管理者アカウントに既に存在している必要があります。DNS Firewall ルールグ
ループの作成については、「DNS Firewall のルールグループとルール」を参照してください。
優先順位が最低のルールグループと最高のルールグループの関連付けを定義します
Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーを通じて管理する DNS Firewall ルールグループの関連付けに
は、VPC について、優先度が最低の関連付けと優先度が最高の関連付けが含まれます。ポリシー設定で
は、これらは最初と最後のルールグループとして表示されます。
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DNS Firewall は、VPC の DNS トラフィックを次の順序でフィルタリングします。

1. Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーで定義されている最初のルールグループ。有効な値は 1～99
です。
2. DNS Firewall を通じて個々のアカウントマネージャーによって関連付けられた DNS Firewall ルールグ
ループ。
3. Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーで定義されている最後のルールグループ。有効な値は 9901
～10000 です。
Firewall Manager が作成するルールグループの関連付けの名前を付ける方法
DNS Firewall ポリシーを保存するときに自動修復を有効にした場合、Firewall Manager は、ポリシー
で指定したルールグループとポリシーの範囲内にある VPC の間に DNS Firewall の関連付けを作成しま
す。Firewall Manager は、次の値を連結することにより、これらの関連付けに名前を付けます。
• 固定文字列、FMManaged_。
• Firewall Manager ポリシー ID。これは、Firewall Manager ポリシーの AWS リソース ID です。
Firewall Manager によって管理されるファイアウォールの名前の例を次に示します。
FMManaged_EXAMPLEDNSFirewallPolicyId

ポリシーを作成した後、VPC のアカウント所有者がファイアウォールポリシー設定またはルールグルー
プの関連付けを上書きすると、Firewall Manager は、ポリシーを非準拠としてマークし、是正措置の提案
を試みます。アカウント所有者は、DNS Firewall ポリシーの範囲内の VPC に他の DNS Firewall ルールグ
ループを関連付けることができます。個々のアカウント所有者によって作成された関連付けには、最初と
最後のルールグループの関連付けの間で優先順位の設定が必要です。

Network Firewall ポリシーと DNS Firewall ポリシーの
リソース共有
Firewall Manager の Network Firewall および DNS Firewall ポリシーを管理するには、AWS Resource
Access Manager で AWS Organizations とのリソース共有を有効にする必要があります。これによ
り、Firewall Manager は、これらのポリシータイプを作成するときに、アカウント全体で保護をデプロイ
できます。
リソース共有を有効にするには、「AWS Resource Access Manager ユーザーガイド」の「AWS
Organizations 内でリソース共有を有効にする」の手順に従ってください。
リソース共有に関する問題
リソース共有を有効にするために AWS RAM を使用する場合、またはリソース共有を必要とする Firewall
Manager ポリシーを使用して作業している場合は、リソース共有で問題が発生する可能性があります。
これらの問題の例には次が含まれます。
• 指示に従って共有を有効にする際、AWS RAM コンソールで [Enable sharing with AWS Organizations]
(AWS Organizations 内で共有を有効にする) の選択がグレー表示され、選択できなくなります。
• リソース共有を必要とするポリシーで Firewall Manager を使用している場合、ポリシーは非準拠として
マークされ、リソース共有または AWS RAM が有効になっていないことを示すメッセージが表示されま
す。
リソースの共有で問題が発生した場合は、次の手順を使用してリソース共有の有効化を試みます。
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再試行して、リソース共有を有効にする
•

再試行し、次のいずれかのオプションを使用して共有を有効にします。
• (オプション) AWS RAM コンソールで、「AWS Resource Access Manager ユーザーガイド」の
「AWS Organizations との共有を有効にする」の指示に従います。
• (オプション) AWS RAM API を使用して、EnableSharingWithAwsOrganization を呼び出しま
す。EnableSharingWithAwsOrganization のドキュメントを参照してください。

AWS Firewall Manager ポリシーのコンプライアン
ス情報の表示
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
その他の AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、
「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。一般的な情
報については、「AWS コンプライアンスプログラム」「」「」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
• 「Security and Compliance Quick Start Guides」(セキュリティおよびコンプライアンスのクイックス
タートガイド) - これらのデプロイガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリ
ティとコンプライアンスを重視したベースライン環境を AWS でデプロイするステップを説明します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの 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) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。
• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
すべての AWS Firewall Manager ポリシーについて、ポリシーの範囲内にあるアカウントとリソースのコ
ンプライアンスステータスを表示できます。ポリシーの設定がアカウントまたはリソースの設定で反映さ
れている場合、そのアカウントまたはリソースは、Firewall Manager ポリシーに準拠しています。各ポリ
シータイプには独自のコンプライアンス要件があります。これは、ポリシーを定義するときにチューニン
グできます。一部のポリシーでは、セキュリティリスクをより良く理解および管理するのに役立てるため
に、範囲内のリソースの詳細な違反情報を表示することもできます。
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ポリシーのコンプライアンス情報を表示するには
1.

Firewall Manager 管理者アカウントを使用して AWS Management Console にサインインし、https://
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2 で Firewall Manager コンソールを開きます。

Note
Firewall Manager 管理者アカウントの設定については、「AWS Firewall Manager の前提条
件 (p. 352)」を参照してください。
2.

ナビゲーションペインで、[Security policies] (セキュリティポリシー) を選択します。

3.

ポリシーを選択します。ポリシーページの [Accounts and resources] (アカウントとリソース) タブ
で、Firewall Manager は、ポリシーの範囲内にあるアカウントと範囲外にあるアカウントでグループ
化された、組織内のアカウントを一覧表示します。
[Accounts within policy scope] (ポリシーの範囲内のアカウント) ペインには、各アカウントのコンプラ
イアンスステータスが一覧表示されます。[Compliant] (準拠) ステータスは、ポリシーがアカウントの
すべての範囲内のリソースに正常に適用されたことを示します。[Noncompliant] (非準拠) ステータス
は、ポリシーがアカウントの 1 つ以上の範囲内のリソースに適用されていないことを示します。

4.

非準拠のアカウントを選択します。アカウントページで、Firewall Manager は、準拠していない各リ
ソースの ID と種類、およびリソースがポリシーに違反している理由の一覧を表示します。

Note
リソースタイプ AWS::EC2::NetworkInterface (ENI) および AWS::EC2::Instance の
場合、Firewall Manager は限られた数の非準拠リソースを表示する場合があります。その他
の非準拠のリソースを一覧表示するには、対象のアカウントについて最初に表示されるリ
ソースを修正します。
5.

Firewall Manager ポリシータイプがコンテンツ監査セキュリティグループポリシーである場合、リ
ソースの詳細な違反情報にアクセスできます。
違反の詳細を表示するには、リソースを選択します。

Note
詳細なリソース違反ページが追加される前に、Firewall Manager が非準拠であると判断した
リソースには、違反の詳細がない場合があります。
リソースページに、Firewall Manager は、リソースタイプに応じて、違反に関する具体的な詳細を一
覧表示します。
• AWS::EC2::NetworkInterface (ENI) – Firewall Manager は、リソースが準拠していないセキュ
リティグループに関する情報を表示します。セキュリティグループを選択すると、その詳細が表示
されます。
• AWS::EC2::Instance - Firewall Manager は、非準拠の EC2 インスタンスにアタッチされている
ENI を表示します。また、リソースが準拠していないセキュリティグループに関する情報を表示し
ます。セキュリティグループを選択すると、その詳細が表示されます。
• AWS::EC2::SecurityGroup - Firewall Manager は、次の違反の詳細を表示します。
• [Noncompliant security group rule] (非準拠のセキュリティグループルール) – 違反しているルール
(プロトコル、ポート範囲、IP CIDR 範囲、説明など)。
• [Referenced rule] (参照されるルール) – 非準拠のセキュリティグループのルールが違反する監査
セキュリティグループのルールとその詳細。
• [Violation reasons] (違反の理由) – 違反の検出結果の説明。
• [Remediation action] (修復アクション) – 実行する推奨アクション。Firewall Manager が安全な修
復アクションを決定できない場合、このフィールドは空白です。
• AWS::EC2::Subnet - これは、Network Firewall ポリシーに使用されます。Firewall Manager
は、サブネット ID、VPC ID、アベイラビリティーゾーンを表示します。該当する場合、Firewall
Manager には、違反が発生した理由やサブネットが関連付けられるべきルートテーブルの ID な
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ど、違反に関する追加情報が含まれます。違反の説明のコンポーネントには、リソースの予想され
る状態の説明、現在の非準拠状態、および使用可能な場合は、不一致の原因の説明が含まれます。
例えば、サブネットの予想される状態は「Subnet should contain a AWS Network Firewall subnet
in its availability zone」(サブネットにはアベイラビリティーゾーンにサブネットが含まれている必
要があります)、現在の状態は「subnet with id subnet-1234 is missing a Network Firewall subnet in
availability zone us-east-1e」(アベイラビリティーゾーン us-east-1e で、id が subnet-1234 のサ
ブネットに Network Firewall サブネットがありません)、および説明は、「Firewall Manager was
unable to create a subnet in this AZ because there are no available CIDR blocks」(使用可能な CIDR
ブロックがないため、Firewall Manager はこの AZ にサブネットを作成できませんでした) となる場
合があります。
• [ management violations] (ルート管理違反) – モニタリングモードを使用する Network Firewall ポ
リシーの場合、Firewall Manager は、基本的なサブネット情報に加えて、サブネット、インター
ネットゲートウェイ、および Network Firewall のサブネットルートテーブルの想定ルートと実際
のルートを表示します。Firewall Manager は、実際のルートがルートテーブルの想定されるルー
トと一致しない場合、違反がある旨のアラートを発信します。
• [Remediation actions for route management violations] (ルート管理違反の修正アクション) – モニ
タリングモードを使用する Network Firewall ポリシーの場合、Firewall Manager は、違反のある
ルート設定に対して可能な修正アクションを提案します。

Example — ルート管理違反と修復の提案
サブネットはファイアウォールエンドポイントを介してトラフィックを送信することが想定されて
いますが、現在のサブネットはインターネットゲートウェイに直接トラフィックを送信していま
す。これは、ルート管理違反です。この場合の推奨される修復は、順序付けられたアクションのリ
ストである場合があります。1 つ目の推奨事項は、必要なルートを Network Firewall サブネットの
ルートテーブルに追加して、発信トラフィックをインターネットゲートウェイに転送し、VPC 内
の宛先の着信トラフィックを `local` に転送することです。2 つ目の推奨事項は、サブネットの
ルートテーブル内のインターネットゲートウェイルートまたは無効な Network Firewall ルートを置
き換えて、発信トラフィックをファイアウォールエンドポイントに送信することです。3 つ目の推
奨事項は、受信トラフィックをファイアウォールエンドポイントに転送するために、インターネッ
トゲートウェイのルートテーブルに必要なルートを追加することです。
• AWS::EC2:InternetGateway - これは、モニターモードが有効になっている Network Firewall ポ
リシーに使用されます。
• [Route management violations] (ルート管理違反) – インターネットゲートウェイがルートテーブ
ルに関連付けられていない場合、またはインターネットゲートウェイのルートテーブルに無効な
ルートがある場合、インターネットゲートウェイは非準拠です。
• [Remediation actions for route management violations] (ルート管理違反の修正アクション) –
Firewall Manager は、ルート管理違反を修正するための可能な修正アクションを提案します。

Example 1 — ルート管理違反と修復の提案
インターネットゲートウェイはルートテーブルに関連付けられていません。推奨される修復アク
ションは、順序付けられたアクションのリストである場合があります。最初のアクションは、ルー
トテーブルを作成することです。2 つ目のアクションは、ルートテーブルをインターネットゲート
ウェイに関連付けることです。3 つ目のアクションは、必要なルートをインターネットゲートウェ
イルートテーブルに追加することです。

Example 2 — ルート管理違反と修復の提案
インターネットゲートウェイは有効なルートテーブルに関連付けられていますが、ルートが正しく
設定されていません。推奨される修復は、順序付けられたアクションのリストである場合がありま
す。最初の提案は、無効なルートを削除することです。2 つ目は、必要なルートをインターネット
ゲートウェイルートテーブルに追加することです。
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy - これは、Network Firewall ポリシーに使用されま
す。Firewall Manager は、非準拠になるように変更された Network Firewall のファイアウォールポ
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リシーに関する情報を表示します。この情報は、予想されるファイアウォールポリシーと、カスタ
マーアカウントで見つかったポリシーを提供するものであるため、ステートレスルールグループ名
とステートフルルールグループ名および優先度の設定、カスタムアクション名、ならびにデフォル
トのステートレスアクションの設定を比較できます。違反の説明のコンポーネントには、リソース
の予想される状態の説明、現在の非準拠状態、および使用可能な場合は、不一致の原因の説明が含
まれます。
• AWS::EC2::VPC - これは DNS Firewall ポリシーに使用されます。Firewall Manager は、Firewall
Manager の DNS Firewall ポリシーの範囲内にあり、ポリシーに準拠していない VPC に関する情報
を表示します。提供される情報には、VPC に関連付けられることが予想されるルールグループおよ
び実際のルールグループが含まれます。違反の説明のコンポーネントには、リソースの予想される
状態の説明、現在の非準拠状態、および使用可能な場合は、不一致の原因の説明が含まれます。

AWS Firewall Manager の検出結果
AWS Firewall Manager は、コンプライアンス違反のリソースと検出した攻撃の検出結果を作成し、AWS
Security Hub に送信するようになりました。Security Hub の検出結果については、「AWS Security Hub で
の検索」を参照してください。
Security Hub と Firewall Manager を使用する場合、Firewall Manager は、検出結果を自動的に Security
Hub に送信します。Security Hub の使用を開始する方法については、AWS Security Hub ユーザーガイ
ドの「AWS Security Hub の設定」を参照してください。
Firewall Manager の検出結果を表示する方法
Security Hub で Firewall Manager の検出結果を表示するには、「Working with Findings in Security Hub」
(Security Hub で検出結果を使用する) にあるガイダンスに従い、次の設定を使用してフィルターを作成し
ます。
• [Product Name] (製品名) に設定された属性。
• [EQUALS] に設定された演算子。
• Firewall Manager に設定された値。この設定では、大文字と小文字が区別されます。
これを無効にすることはできますか?
Security Hub コンソールを使用して、AWS Firewall Manager の検出結果と Security Hub の統合を無効に
することができます。ナビゲーションバーで [Integrations] (統合) を選択し、Firewall Manager ペインで
[Disable Integration] (統合の無効化) を選択します。詳細については、「AWS Security Hub ユーザーガイ
ド」を参照してください。
AWS Firewall Manager 結果タイプ
• AWS WAF ポリシーの検出結果 (p. 420)
• AWS Shield Advanced ポリシーの検出結果 (p. 421)
•
•
•
•

セキュリティグループ共通ポリシーの検出結果 (p. 421)
セキュリティグループコンテンツ監査ポリシーの検出結果 (p. 422)
セキュリティグループ使用状況監査ポリシーの検出結果 (p. 422)
Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシーの検出結果 (p. 423)

AWS WAF ポリシーの検出結果
Firewall Manager AWS WAF ポリシーを使用して、AWS Organizations のリソースに AWS WAF ルールグ
ループを適用できます。詳細については、「AWS Firewall Manager ポリシーの使用 (p. 371)」を参照し
てください。
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Firewall Manager マネージドウェブ ACL がリソースにありません。
AWS リソースには、Firewall Manager ポリシーに従って AWS Firewall Manager マネージドウェブ ACL
の関連付けがありません。ポリシーの Firewall Manager 修復を有効にして、これを修正できます。
• 重要度 - 80
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 - Firewall Manager が修復アクションを実行すると、検出結果が更新され、重要度が HIGH から
INFORMATIONAL に引き下げられます。修復を実行した場合、Firewall Manager は検出結果を更新しま
せん。
Firewall Manager 管理ウェブ ACL に正しく設定されていないルールグループがあります。
Firewall Manager によって管理されるウェブ ACL のルールグループが、Firewall Manager ポリシーに従っ
て正しく設定されていません。これは、ウェブ ACL に、ポリシーに必要なルールグループがないことを意
味します。ポリシーの Firewall Manager 修復を有効にして、これを修正できます。
• 重要度 - 80
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 - Firewall Manager が修復アクションを実行すると、検出結果が更新され、重要度が HIGH から
INFORMATIONAL に引き下げられます。修復を実行した場合、Firewall Manager は検出結果を更新しま
せん。

AWS Shield Advanced ポリシーの検出結果
AWS Shield Advanced ポリシーの詳細については、「セキュリティグループポリシー (p. 402)」を参照
してください。
Shield Advanced 保護がリソースにありません。
Firewall Manager ポリシーによれば Shield Advanced 保護が必要であるはずの AWS リソースに保護があ
りません。ポリシーの Firewall Manager 修復を有効にして、リソースの保護を有効にできます。
• 重要度 - 60
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 - Firewall Manager が修復アクションを実行すると、検出結果が更新され、重要度が HIGH から
INFORMATIONAL に引き下げられます。修復を実行した場合、Firewall Manager は検出結果を更新しま
せん。
Shield Advanced は、モニタリング対象のリソースに対する攻撃を検出しました。
Shield Advanced は、保護された AWS リソースに対する攻撃を検出しました。ポリシーで Firewall
Manager の修復を有効にできます。
• 重要度 - 70
• ステータス設定 - なし
• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新しません。

セキュリティグループ共通ポリシーの検出結果
セキュリティグループ共通ポリシーの詳細については、「セキュリティグループポリシー (p. 402)」を参
照してください。
リソースのセキュリティグループが正しく設定されていません。
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Firewall Manager は、Firewall Manager ポリシーに従って、必要な Firewall Manager マネージドセキュリ
ティグループの関連付けがないリソースを特定しました。ポリシーで Firewall Manager 修復を有効にでき
ます。これにより、ポリシー設定に従って関連付けが作成されます。
• 重要度 - 70
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新します。
Firewall Manager レプリカセキュリティグループがプライマリセキュリティグループと同期されていませ
ん。
Firewall Manager レプリカセキュリティグループが、共通セキュリティグループポリシーに従って、プラ
イマリセキュリティグループと同期されていません。ポリシーで Firewall Manager 修復を有効にして、レ
プリカセキュリティグループをプライマリと同期させることができます。
• 重要度 - 80
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新します。

セキュリティグループコンテンツ監査ポリシーの検出
結果
セキュリティグループコンテンツ監査ポリシーの詳細については、「セキュリティグループポリ
シー (p. 402)」を参照してください。
セキュリティグループは、コンテンツ監査セキュリティグループに準拠していません。
Firewall Manager セキュリティグループコンテンツ監査ポリシーが、非準拠のセキュリティグループを
特定しました。これは、コンテンツ監査ポリシーの範囲内にあり、ポリシーとその監査セキュリティグ
ループで定義された設定に準拠していない、お客様が作成したセキュリティグループです。ポリシーで
Firewall Manager 修復を有効にできます。これにより、非準拠のセキュリティグループが変更され、コン
プライアンス準拠状態になります。
• 重要度 - 70
• ステータスの設定 - PASSED/FAILED
• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新します。

セキュリティグループ使用状況監査ポリシーの検出結
果
セキュリティグループ使用状況監査ポリシーの詳細については、「セキュリティグループポリ
シー (p. 402)」を参照してください。
Firewall Manager により、冗長セキュリティグループが検出されました。
Firewall Manager セキュリティグループ使用状況監査により、冗長セキュリティグループが特定されまし
た。これは、同じ Amazon Virtual Private Cloud インスタンス内の別のセキュリティグループと同じルール
が設定されたセキュリティグループです。使用状況監査ポリシーで Firewall Manager 自動修復を有効にで
きます。これにより、冗長セキュリティグループが 1 つのセキュリティグループで置き換えられます。
• 重要度 - 30
• ステータス設定 - なし
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• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新しません。
Firewall Manager により、未使用のセキュリティグループが検出されました。
Firewall Manager セキュリティグループ使用状況監査により、未使用セキュリティグループが特定されま
した。これは、Firewall Manager の共通セキュリティグループポリシーによって参照されていないセキュ
リティグループです。使用状況監査ポリシーで Firewall Manager 自動修復を有効にできます。これによ
り、未使用のセキュリティグループが削除されます。
• 重要度 - 30
• ステータス設定 - なし
• 更新 — Firewall Manager はこの検出結果を更新しません。

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリシーの
検出結果
DNS Firewall ポリシーの詳細については、「Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall ポリ
シー (p. 415)」を参照してください。
DNS Firewall 保護がリソースにありません
VPC に、Firewall Manager の DNS Firewall ポリシーで定義されている DNS Firewall ルールグループの関
連付けがありません。この検出結果には、ポリシーで指定されたルールグループが一覧表示されます。
• 重要度 - 80

AWS Firewall Manager 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 のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう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 とお客様の間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、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審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。Firewall Manager に適用されるコンプライアンス
プログラムについては、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照
してください。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
このドキュメントは、Firewall Manager の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理解する
ために役立ちます。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
Firewall Manager を設定する方法を示します。また、Firewall Manager 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
• Firewall Manager でのデータ保護 (p. 424)
• AWS Firewall Manager での Identity and Access Management (p. 424)

423

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
データ保護

• Firewall Manager でのログ記録とモニタリング (p. 443)
• Firewall Manager のコンプライアンス検証 (p. 444)
• Firewall Manager の回復力 (p. 444)
• AWS Firewall Manager でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 445)

Firewall Manager でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Firewall Manager でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明され
ているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する
責任を担います。ご利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維
持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タ
スクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参
照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された AWS 責
任共有モデルおよび GDPR のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、そ
れぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータ
を保護することをお勧めします:
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
• 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) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS で Firewall Manager または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使
用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの
URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないよう
に強くお勧めします。q
Firewall Manager のエンティティ (ポリシーなど) は、中国 (北京) や中国 (寧夏) など、暗号化が利用できな
い特定のリージョンを除き、保管時に暗号化されます。リージョンごとに一意の暗号化キーが使用されま
す。

AWS Firewall Manager での Identity and Access
Management
AWS Firewall Manager へのアクセスには、認証情報が必要です。それらの認証情報を取得したユーザー
に、ポリシーなどの AWS Firewall Manager リソースにアクセスするための許可を付与する必要がありま
す。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) および Firewall Manager を使用し
て、リソースへのアクセスを保護する方法について詳しく説明します。
• 認証 (p. 425)
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• アクセスコントロール (p. 426)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー - AWS アカウント を作成する際は、アカウント内のすべての AWS
のサービス とリソースに対する完全なアクセス権を持つ 1 つのサインイン ID を使用して開始します。
この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレス
とパスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザー
を使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルート
ユーザーのみが実行できるタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタス
クの完全なリストについては、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」
を参照してください。
• IAM ユーザー - IAM ユーザーは、特定のカスタムの許可 (Firewall Manager でルールを作成する許可
など) を持つ AWS アカウント内のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパスワードは、AWS
Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または AWS Support センターなどのセ
キュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、 SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI)を使用してプログラム的に AWS の
サービスにアクセスするときに使用できます。SDK と CLI ツールでは、アクセスキーを使用してリクエ
ストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があり
ます。Firewall Manager は署名バージョン 4 をサポートしており、インバウンド API リクエストを認証
するプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バー
ジョン 4 の署名プロセス」を参照してください。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、
ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイ
デンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細につ
いては、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセ
ス許可セット」を参照してください。

• AWS のサービスアクセス - サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行する
ために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除で
きます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロールの
作成」を参照してください。
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• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、許可が付与されている場合を除き、AWS Firewall
Manager リソースの作成やアクセスはできません。例えば、Firewall Manager ポリシーを作成する許可が
必要となります。
次のセクションでは、AWS Firewall Manager の許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセ
クションを読むことをお勧めします。
• AWS Firewall Manager リソースに対する許可の管理の概要 (p. 426)
• AWS Firewall Manager でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 430)
• API アクションのために Firewall Manager が必要とする許可 (p. 439)

AWS Identity and Access Management
Firewall Manager には AWS Identity and Access Management (IAM) が統合されています。このサービスを
使うと次のことを実行できます。
• 組織の AWS アカウント でユーザーとグループを作成する
• AWS アカウント のリソースをアカウントのユーザーと共有する
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てる
• サービスとリソースへのユーザーアクセスを制御する
例えば、Firewall Manager で IAM を使用して、AWS アカウントのどのユーザーが新しいポリシーを作成
できるかを制御できます。
IAM の一般的な情報については、次のドキュメントを参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM 開始方法ガイド
• IAM ユーザーガイド

AWS Firewall Manager リソースに対する許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチできます。一部のサービスは、許可ポリシーをリソースにア
タッチすることができます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
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許可を付与する場合、許可を取得するユーザー、取得する許可の対象となるリソース、およびそれらのリ
ソースに対して許可される特定のオペレーションを決定します。

トピック
• AWS Firewall Manager リソースおよびオペレーション (p. 427)
• リソース所有権について (p. 428)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 428)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 429)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 430)

AWS Firewall Manager リソースおよびオペレーション
AWS Firewall Manager で、リソースは、ポリシー、アプリケーションリスト、およびプロトコルリストで
す。Firewall Manager リソースの Amazon リソースネーム (ARN) の形式は次のとおりです。
arn:aws:fms:region:account:resource/ID

次のテーブルに、各リソースの形式を示します。
AWS Firewall
Manager コン
ソールでの名前

AWS Firewall
Manager SDK/
CLI での名前

ARN 形式

ポリシー

Policy

arn:aws:fms:region:account:policy/
ID

アプリケーショ
ンリスト

AppsList

arn:aws:fms:region:account:applicationslist/ID

プロトコルリス
ト

ProtocolsList arn:aws:fms:region:account:protocolslist/ID

Firewall Manager リソースのサブセットへのアクセスを許可または拒否するには、ポリシーの resource
要素にリソースの ARN を含めます。[account] (アカウント)、[resource] (リソース)、および [ID]
変数を有効な値に置き換えます。有効な値は次のとおりです。
• [account] (アカウント): AWS アカウント の ID。値を指定する必要があります。
• [resource] (リソース): Firewall Manager リソースのタイプ。
• [ID]: Firewall Manager リソースの ID、または ワイルドカード (*)。ワイルドカードは、指定した AWS
アカウント に関連付けられている、指定したタイプのすべてのリソースを示します。
例えば、次の ARN は、リージョン us-east-1 のアカウント 111122223333 のすべてのポリシーを指定
します。
arn:aws:fms:us-east-1:111122223333:policy/*

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「リソース」を参照してください。
AWS Firewall Manager では、Firewall Manager リソースを操作する一連のオペレーションが用意されてい
ます。可能なオペレーションのリストについては、「アクション」を参照してください。
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リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース 所有者とは、リソース
の作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ (ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM
ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組みを示しています。
• AWS アカウント のルートアカウントの認証情報を使用して Firewall Manager リソースを作成する
と、AWS アカウント はそのリソースの所有者になります。
• AWS アカウント に IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに Firewall Manager リソースを作成するため
の許可を付与すると、そのユーザーは Firewall Manager リソースを作成できます。ただし、ユーザーが
属する AWS アカウントが Firewall Manager リソースを所有します。
• Firewall Manager リソースを作成する許可を持つ AWS アカウント に IAM ロールを作成する場合は、
ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーも Firewall Manager リソースを作成できます。ロー
ルが属する AWS アカウントは、Firewall Manager リソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、許可のポリシーを作成
するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS Firewall Manager のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーショ
ンについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシー構文
の詳細と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレンス」を参照
してください。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシーと呼ばれ、リ
ソースに関連付けられたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS Firewall Manager で
は、アイデンティティベースのポリシーのみがサポートされています。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 428)
• リソースベースのポリシー (p. 429)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーをアタッチする – アカウント管理者は、特定の
ユーザーに関連付けられる許可ポリシーを使用して、そのユーザーに Firewall Manager リソースの作成
を許可する許可を付与することができます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) – アイデンティティベースの許
可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例え
ば、アカウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS
のサービスにクロスアカウント許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. 次に、アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける許可を委任できま
す。これにより、アカウント B のユーザーは、アカウント A のリソースを作成またはアクセスでき
ます。AWS のサービスにロールを引き受ける許可を付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパルは
AWS のサービスのプリンシパルにもなります。
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IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
特定の 2 つのリージョンにあるすべてのポリシーの fms:GetPolicy アクション の許可を付与するポリ
シーの例を次に示します。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Deny",
"Action": "fms:GetPolicy",
"Resource": [
"arn:aws:fms:us-east-1:*:policy/*",
"arn:aws:fms:us-west-2:*:policy/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/stage": "prod"
}
}
}
]
}

Firewall Manager でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「AWS
Firewall Manager でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 430)」を参照し
てください。ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデ
ンティティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例え
ば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対する許可を管理できます。AWS Firewall
Manager はリソースベースのポリシーをサポートしていません。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル
AWS Firewall Manager リソースごとに (「AWS Firewall Manager リソースおよびオペレーショ
ン (p. 427)」を参照)、サービスは一連の API オペレーションを定義します (「API アクションのために
Firewall Manager が必要とする許可 (p. 439)」を参照)。こうした API オペレーションへの許可を付与す
るために、Firewall Manager はポリシーに定義できる一連のアクションを定義します。API オペレーショ
ンを実行する場合には、複数のアクションに対する許可が必要になることがあります。特定のアクション
の許可を付与した場合は、アクションを許可または拒否するリソースを識別します。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用す
るリソースを識別します。詳細については、「AWS Firewall Manager リソースおよびオペレーショ
ン (p. 427)」を参照してください。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。例えば、fms:CreatePolicy 許可を wafv2:ListRuleGroups 許可を組み合わせる
と、AWS Firewall Manager CreatePolicy オペレーションの実行をユーザーに許可します。
• [Effect] (効果) - ユーザーが特定のアクションをリクエストする時の効果を指定します。これは許可また
は拒否とすることができます。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙
的に拒否されます。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセ
スが許可されている場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
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• [Principal] (プリンシパル) - アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチ
されているユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。AWS Firewall Manager では、リソースベース
のポリシーはサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。
すべての AWS Firewall Manager API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「API ア
クションのために Firewall Manager が必要とする許可 (p. 439)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Firewall Manager に固有の条件キーはあ
りません。ただし、一般的な AWS の条件キーを必要に応じて使用できます。AWS キーの完全な一覧につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS Firewall Manager でアイデンティティベースのポリシー
(IAM ポリシー) を使用する
このセクションでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可ポ
リシーをアタッチし、それによって AWS Firewall Manager リソースでオペレーションを実行する許可を
付与する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
初めに、AWS Firewall Manager リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオ
プションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「AWS Firewall Manager リソースに対する許可の管理の概要 (p. 426)」を参照してください。
すべての AWS Firewall Manager API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「API ア
クションのために Firewall Manager が必要とする許可 (p. 439)」を参照してください。

トピック
• AWS Firewall Manager コンソールの使用に必要な許可 (p. 430)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 433)

AWS Firewall Manager コンソールの使用に必要な許可
AWS Firewall Manager コンソールは、Firewall Manager リソースの作成および管理のための統合され
た環境を提供します。コンソールには、「API アクションのために Firewall Manager が必要とする許
可 (p. 439)」に説明されている API 固有の許可に加えて、Firewall Manager リソースの作成許可を必要
とすることが多い機能やワークフローが多数あります。コンソールのこれらその他の許可の詳細について
は、「カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 433)」を参照してください。

AWS Firewall Manager リソースへのフルアクセスの許可
マネージドポリシー AWSFMAdminFullAccess を使用して Firewall Manager ポリシーを作成または管理
するのに困難が生じる場合は、このガイダンスに従います。AWS Firewall Manager のマネージドポリシー
の操作の詳細については、「??? (p. 434)」を参照してください。
このポリシーには、AWS Firewall Manager で Amazon Simple Notification Service 通知を設定するための
アクセス許可は含まれません。Amazon Simple Notification Service のアクセスを設定する方法について
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は、「Setting up access for Amazon Simple Notification Service」(Amazon Simple Notification Service の
アクセスをセットアップする) を参照してください。
次のポリシーを使用して、アカウントへの完全な管理者アクセス権を付与します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"fms:*",
"waf:*",
"waf-regional:*",
"elasticloadbalancing:SetWebACL",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListRoots",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"shield:GetSubscriptionState",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"iam:AWSServiceName":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
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"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"

}

]

}

],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"organizations:ServicePrincipal":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}

アクセス許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• fms:*:
AWS Firewall Manager リソースの操作を許可します。
• waf:*, waf-regional:*:
AWS WAF ポリシーの操作を許可します。
• waf:*, waf-regional:*:
AWS WAF ポリシーの操作を許可します。
• elasticloadbalancing:SetWebACL:
Elastic Load Balancer へのウェブアクセスコントロールリスト (ACL) の関連付けを許可します。
• firehose:ListDeliveryStreams:
AWS WAF ログの表示を許可します。
• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:
AWS Organizations の操作を許可します。
• shield:GetSubscriptionState:
AWS Shield ポリシーのサブスクリプション状態の表示を許可します。
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:
Route 53 Private DNS for VPCs ポリシー内の Route 53 Private DNS for VPCs ルールグループの操作を
許可します。
• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:
AWS WAFV2 ポリシーの操作を許可します。
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:
AWS Network Firewall ポリシーの操作を許可します。
• ec2:DescribeAvailabilityZones:
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AWS Network Firewall ポリシーのアベイラビリティーゾーンの表示を許可します。
• ec2:DescribeRegions:
AWS Firewall Manager コンソールでのポリシーのリージョンの表示を許可します。

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションの例では、ユーザーにアタッチできるサンプルポリシーのグループが用意されています。
ポリシーを作成するのが初めての場合は、お客様のアカウントに IAM ユーザーを作成し、このセクション
のステップで説明している順番でポリシーをそのユーザーにアタッチすることをお勧めします。
コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポリシーの効果を検証できます。最初
は、ユーザーに許可が付与されていないため、コンソール使用して何もできません。ユーザーにポリシー
をアタッチすることで、ユーザーがコンソールで多様なオペレーションを実行できることを検証できま
す。
2 つのブラウザウィンドウを使用することをお勧めします。1 つでユーザーを作成して許可を付与し、も
う 1 つでユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインして、許可をユーザー
に付与するごとに検証します。
Firewall Manager リソースの実行ロールとして使用する IAM ロールの作成例については、「IAM ユーザー
ガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

サンプルトピック
• 例: 管理者ユーザーに Firewall Manager セキュリティグループへの読み取り専用アクセスを許可す
る (p. 433)

IAM ユーザーを作成する
まず、IAM ユーザーを作成し、管理者許可を持つ IAM グループにユーザーを追加したら、作成した IAM
ユーザーに管理者許可を付与する必要があります。これにより、特別な URL とそのユーザーの認証情報を
使用して AWS にアクセスできます。
手順については、「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照して
ください。

例: 管理者ユーザーに Firewall Manager セキュリティグループへの読み取り専用アクセスを許可す
る
次のポリシーは、Firewall Manager セキュリティグループとポリシーへの読み取り専用アクセスを管理者
ユーザーに付与します。これらのユーザーは、Firewall Manager リソースを作成、更新、または削除する
ことはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"fms:Get*",
"fms:List*",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
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AWS Firewall Manager の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS
マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み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、読み取り専用の許可を追加します。職務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 マネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSFMAdminFullAccess
AWSFMAdminFullAccess AWS マネージドポリシーを使用して、すべての Firewall Manager ポリシータ
イプを始めとする AWS Firewall Manager リソースへのアクセスを管理者に許可します。このポリシーに
は、AWS Firewall Manager で Amazon Simple Notification Service 通知を設定するためのアクセス許可は
含まれていません。Amazon Simple Notification Service のアクセスを設定する方法については、「Setting
up access for Amazon Simple Notification Service」(Amazon Simple Notification Service のアクセスをセッ
トアップする) を参照してください。
アクセス許可の詳細
このポリシーは、一連のアクセス許可に基づくステートメントにグループ化されます。
• AWS Firewall Manager ポリシーリソース - すべての Firewall Manager ポリシータイプを始めとする
AWS Firewall Manager のリソースへの完全な管理アクセスを許可します。
• Write AWS WAF logs to Amazon Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service への AWS
WAF ログの書き込み) - Firewall Manager による Amazon S3 での AWS WAF ログの書き込みと読み取
りを許可します。
• サービスリンクロールの作成 — 管理者がサービスにリンクされたロールを作成できるようにします。
これにより、Firewall Manager がユーザーに代わって他のサービスのリソースを分析できるようにな
ります。このアクセス許可では、Firewall Manager が使用するサービスリンクロールのみを作成できま
す。Firewall Manager がサービスリンクロールを使用する方法の詳細については、「Firewall Manager
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 440)」を参照してください。
• AWS Organizations — 管理者による AWS Organizations の組織への Firewall Manager の使用を許可し
ます。AWS Organizations で Firewall Manager の信頼できるアクセスを有効にすると、管理アカウン
トのメンバーは組織全体の調査結果を表示できます。AWS Organizations と AWS Firewall Manager の
使用に関する詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「Using AWS Organizations with
other AWS services」(その他の AWS サービスと共に AWS Organizations を使用する) を参照してくだ
さい。

{
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"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"fms:*",
"waf:*",
"waf-regional:*",
"elasticloadbalancing:SetWebACL",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListRoots",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"shield:GetSubscriptionState",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:PutLoggingConfiguration",
"wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions"
],
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"iam:AWSServiceName":[
"fms.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
"organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{

435

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

}

]

}

}

}

"organizations:ServicePrincipal":[
"fms.amazonaws.com"
]

このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• fms:*:
AWS Firewall Manager リソースの操作を許可します。
• waf:*, waf-regional:*:
AWS WAF ポリシーの操作を許可します。
• waf:*, waf-regional:*:
AWS WAF ポリシーの操作を許可します。
• elasticloadbalancing:SetWebACL:
Elastic Load Balancer へのウェブアクセスコントロールリスト (ACL) の関連付けを許可します。
• firehose:ListDeliveryStreams:
AWS WAF ログの表示を許可します。
• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:
AWS Organizations の操作を許可します。
• shield:GetSubscriptionState:
AWS Shield ポリシーのサブスクリプション状態の表示を許可します。
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:
Route 53 Private DNS for VPCs ポリシー内の Route 53 Private DNS for VPCs ルールグループの操作を
許可します。
• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:
AWS WAFV2 ポリシーの操作を許可します。
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:
AWS Network Firewall ポリシーの操作を許可します。
• ec2:DescribeAvailabilityZones:
AWS Network Firewall ポリシーのアベイラビリティーゾーンの表示を許可します。
• ec2:DescribeRegions:
AWS Firewall Manager コンソールでのポリシーのリージョンの表示を許可します。
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AWS マネージドポリシー: FMSServiceRolePolicy
このポリシーにより、AWS Firewall Manager は、Firewall Manager および統合サービスでユーザーに代
わって AWS リソースを管理できます。このポリシーは、AWSServiceRoleForFMS サービスにリンクさ
れたロールにアタッチされます。サービスにリンクされたロールの詳細については、「Firewall Manager
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 440)」を参照してください。
ポリシーの詳細については、FMSServiceRolePolicy の IAM コンソールを参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSFMAdminReadOnlyAccess
すべての AWS Firewall Manager リソースへの読み取り専用アクセスを付与します。ポリシーの詳細につ
いては、IAM コンソールで AWSFMAdminReadOnlyAccess を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSFMMemberReadOnlyAccess
AWS Firewall Manager メンバーリソースへの読み取り専用アクセスを付与します。ポリシーの詳細につい
ては、IAM コンソールで AWSFMMemberReadOnlyAccess を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Firewall Manager の更新
Firewall Manager の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更
の追跡を開始した以降の分について表示します。このページへの変更に関する自動アラートについて
は、Firewall Manager のドキュメント履歴ページ (ドキュメント履歴 (p. 553)) で RSS フィードをサブス
クライブしてください。

変更

説明

日付

AWSFMAdminFullAccess — こ
のポリシーのアクセス許可を修
正しました

アクセス許可を追加してポリ
シーを修正しました

2022 年 10 月 21 日

FMSServiceRolePolicy –
AWS Firewall Manager サード
パーティーのファイアウォール
ポリシーの新しい許可

この変更により、Firewall
Manager は、サードパーティー
のファイアウォールポリシーに
関連付けられた Amazon EC2
VPC エンドポイントを作成およ
び削除できます。

2022 年 3 月 30 日

FMSServiceRolePolicy –
AWS Network Firewall ポリシー
の新しい許可

Network Firewall ポリシーのファ
イアウォールのデプロイをサ
ポートするための新しい許可を
追加しました。新しい許可によ
り、ポリシーの範囲内にあるア
カウントのアベイラビリティー
ゾーンに関する情報を取得でき
ます。

2022 年 2 月 16 日

IAM コンソールで
更新されたポリシー
(AWSFMAdminFullAccess) を参
照してください。

437

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
アイデンティとアクセス権の管理

変更

説明

日付

FMSServiceRolePolicy –
AWS Shield ポリシーの新しい許
可

AWS WAF リージョンレベル
および AWS WAF グローバル
リソースのタグを取得するため
の新しい許可を追加しました。
リソース ARN を使用してウェ
ブ ACL を取得するための AWS
WAF リージョンレベルの許可
を追加しました。Shield アプリ
ケーションレイヤー DDoS 自動
緩和をサポートするための許可
を追加しました。

2022 年 1 月 7 日

FMSServiceRolePolicy –
AWS Shield ポリシーの新しい許
可

Elastic Load Balancing リソース
用にタグを取得するための新し
い許可を追加しました。

2021 年 11 月 18 日

FMSServiceRolePolicy –
セキュリティグループと AWS
Network Firewall ポリシーの新し
い許可

AWS Network Firewall ポリシー
の集中ログを有効にするため
の新しい許可を追加しました。
さらに、セキュリティグルー
プポリシーのリソースの AWS
Firewall Manager によるクエリ
方法に影響を与える Config サー
ビスへの変更をサポートするた
めに、読み取り専用の Amazon
EC2 許可を追加しました。

2021 年 9 月 29 日

FMSServiceRolePolicy –
AWS WAF リソースの ARN 形式

AWS WAF リソースの ARN
形式を標準化するように
FMSServiceRolePolicy を更
新しました。更新された ARN
形式は arn:aws:waf:*:*:*
と arn:aws:wafregional:*:*:* です。

2021 年 8 月 12 日

FMSServiceRolePolicy - 中国 AWS Firewall Manager は、中国 2021 年 8 月 12 日
の BJS および ZHY リージョンで
の他のリージョン
FMSServiceRolePolicy を有
効にしました。
FMSServiceRolePolicy - 既存 AWS Firewall Manager による
Amazon Route 53 Resolver DNS
のポリシーに対する更新
Firewall の管理を可能にするため
の新しい許可を追加しました。
この変更により、Firewall
Manager は Amazon Route 53
Resolver DNS Firewall の関連
付けを設定できるようになり
ます。これにより、Firewall
Manager を使用して、AWS
Organizations の組織全体で VPC
のために DNS Firewall 保護を提
供できます。
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変更

説明

日付

Firewall Manager が変更の追跡を Firewall Manager が AWS マネー
開始
ジドポリシーの変更の追跡を開
始しました。

2021 年 3 月 1 日

API アクションのために Firewall Manager が必要とする許可
アクセスコントロール (p. 426) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッチできる許可ポリ
シー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、このセクションをガイドとして使用でき
ます。AWS Firewall Manager の API オペレーションごとに、許可を付与する対象のアクションおよび
AWS リソースを知る必要があります。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、ポリシー
の Resource フィールドでリソースの値を指定します。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (fms:CreatePolicy など) の前に fms: プ
レフィックスを使用します。
このトピックでは、明示的なリソースに対する許可を必要とするアクションのみが一覧表示され
ています。
AWS Firewall Manager ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して条件を表現できます。AWS 全体を対
象とするすべてのキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照
してください。
次の Firewall Manager API アクションを使用するには、リソースの許可が必要です:
arn:aws:fms:region:account:policy/ID。
• DeletePolicy
• GetComplianceDetail
• GetPolicy
• GetProtectionStatus
• ListComplianceStatus
• PutPolicy
さらに、Firewall Manager API アクション PutNotificationChannel を使用するには、指定する
Amazon SNS トピックで、Firewall Manager のサービスにリンクされたロールがメッセージを発行できる
ようにする必要があります。SNS トピックの許可設定の例を次に示します。
{

"Sid": "AWSFirewallManagerSNSPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account ID:role/aws-service-role/fms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForFMS"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "SNS topic ARN"
}

Firewall Manager のアクションとリソースの詳細については、「AWS Identity and Access Management ガ
イド」の「Actions Defined by AWS Firewall Manager」のトピックを参照してください。
Firewall Manager で使用可能な API アクションの完全なリストについては、「AWS Firewall Manager API
リファレンス」を参照してください。
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Firewall Manager のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Firewall Manager は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを
使用します。サービスにリンクされたロールは、Firewall Manager に直接リンクされた一意のタイプの
IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Firewall Maneger によって事前定義されており、
ユーザーの代わりにサービスから他の AWS サービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれていま
す。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、Firewall Manager の設定が簡単になります。Firewall Manager は、サービスにリンクされたロールの
許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Firewall Manager のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他
の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールの関連リソースを削除します。これによ
り、リソースに対する許可が誤って削除されることがなくなり、Firewall Manager のリソースは保護され
ます。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列で [Yes] (はい) のあるサービ
スを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するに
は、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

Firewall Manager でのサービスにリンクされたロールの許可
Firewall Manager は、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForFMS を使用します。
AWS Firewall Manager は、このサービスにリンクされたロールを使用して、Amazon Kinesis Data
Firehose にログを書き込みます。このロールは、AWS Firewall Manager でログインを有効にしている場
合にのみ使用されます。詳細については、「ウェブ ACL トラフィックのログ記録 (p. 179)」を参照してく
ださい。
AWSServiceRoleForFMS サービスにリンクされたロールは、サービスを信頼し、ロール
fms.amazonaws.com を引き受けます。
ロールの許可ポリシーは、指定したリソースに対して次のアクションを完了することを Firewall Manager
に許可します。
• アクション: 名前が「aws-fms-logs-」で始まる Amazon Kinesis Data Firehose データストリームリソー
スで firehose:PutRecord および firehose:PutRecordBatch。例えば、aws-fms-logs-useast-2-analytics です。
サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

Firewall Manager のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console で
Firewall Manager のログ記録を有効にするか、Firewall Manager CLI または Firewall Manager API で
PutLoggingConfiguration リクエストを行うと、Firewall Manager はサービスにリンクされたロール
を作成します。
ログ記録を有効化するためには、iam:CreateServiceLinkedRole 許可が必要です。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。Firewall Manager ログ記録を有効にすると、Firewall Manager は、ユー
ザーのためにサービスにリンクされたロールを再作成します。
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Firewall Manager のサービスにリンクされたロールの編集
Firewall Manager では、AWSServiceRoleForFMS のサービスにリンクされたロールを編集することはでき
ません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される
可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集
はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」を参
照してください。

Firewall Manager のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、Firewall Manager のサービスでそのロールが使用されている場合、削
除は失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを削除するには
IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して、AWSServiceRoleForFMS サービスにリンクされ
たロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの
削除」を参照してください。

Firewall Manager サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
Firewall Manager では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用をサポートしています。詳細については、「Firewall Manager エンドポイントとクォータ」を参
照してください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した副問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティ
にアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。AWS では、サービス間でのなりす
ましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つのサービス
(呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能性があ
ります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその許可を
使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを防ぐた
め、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべての
サービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。
リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキー
を使用して、AWS Firewall Manager が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお
勧めします。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を
使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:fms:*:account-id:* です。
aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場合は、両方
のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。
aws:SourceArn の値は、AWS アカウントの AWS Firewall Manager 管理者でなければなりません。
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次の例では、Firewall Manager で aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用して、混乱し
た代理問題を防止する方法を示しています。
次の例では、Firewall Manager ロールの信頼ポリシーで aws:SourceArn グローバル条件コンテキス
トキーを使用して、混乱した代理問題を防止する方法を示しています。[Region] (リージョン) および
[Account-ID] (アカウント ID) をユーザー自身の情報に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "servicename.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": [
"arn:aws:fms:Region:account-id:${*}",
"arn:aws:fms:Region:account-id:policy/*"]
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
}
}
}
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Firewall Manager でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Firewall Manager および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維
持する上で重要です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS に
は、Firewall Manager リソースをモニタリングし、潜在的なイベントに対応するための複数のツールが用
意されています。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認しま
す。メトリクスが指定されたしきい値を超えると、CloudWatch は Amazon SNS トピックまたは
AWS Auto Scaling ポリシーに通知を送信します。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモ
ニタリング (p. 528)」を参照してください。
AWS CloudTrail ログ
CloudTrail は、Firewall Manager のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された
アクションの記録を提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、Firewall Manager に対す
るリクエスト、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。詳細については、「AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)」を参照してくださ
い。
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Firewall Manager のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
その他の AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、
「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。一般的な情
報については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
• 「Security and Compliance Quick Start Guides」(セキュリティおよびコンプライアンスのクイックス
タートガイド) - これらのデプロイガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリ
ティとコンプライアンスを重視したベースライン環境を AWS でデプロイするステップを説明します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (アマゾンウェブサービスで
の 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) – このホワイトペーパーは、企
業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明します。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。
• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Firewall Manager の回復力
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
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。
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AWS Firewall Manager でのインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスである AWS Firewall Manager 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。
AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Firewall Manager 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 DiffieHellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS Firewall Manager のクォータ
AWS Firewall Manager には、次のクォータが適用されます (以前は制限と呼ばれていました)。
AWS Firewall Manager には、クォータを引き上げることができるデフォルトのクォータと固定クォータが
あります。
Firewall Manager によって管理されるセキュリティグループポリシーは、標準の Amazon VPC クォータの
対象となります。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Amazon VPC クォータ」を参照
してください。
各 Firewall Manager の Network Firewall ポリシーは、関連付けられたファイアウォールポリシーとその
ルールグループを使用して Network Firewall ファイアウォールを作成します。これらの Network Firewall
リソースは、「Network Firewall デベロッパーガイド」の「AWS Network Firewall クォータ」にリストさ
れているクォータを前提とします。

ミュータブルなクォータ
AWS Firewall Manager では、1 リージョンあたりのエンティティ数にデフォルトのクォータがあります。
このクォータの引き上げをリクエストできます。

すべてのポリシータイプ
リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ

AWS Organizations の組織あたりのアカウント

可変。アカウントに送
信された招待はこの
クォータに対してカウ
ントされます。招待さ
れたアカウントが拒否
された場合、管理アウ
ントが招待をキャンセ
ルした場合、または招
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リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ
待状の有効期限が切れ
た場合は、カウントが
返されます。

AWS Organizations の組織ごとの Firewall Manager ポリシー

20. リージョンの指
定 Global および US
East (N. Virginia)
Region は同じリー
ジョンを参照している
ため、この制限は 2 つ
のポリシーを組み合わ
せた合計に適用されま
す。

Firewall Manager ポリシーあたりの範囲内の組織単位

20

Firewall Manager ポリシーの範囲内にあるアカウント (個々のアカウントを明
示的に含めたり除外したりする場合)

200

Firewall Manager ポリシーの範囲内にあるアカウント (個々のアカウントを明
示的に含めたり除外したりしない場合)

2,500

Firewall Manager ポリシーごとのリソースを含む、または除外するタグ

8

共通セキュリティグループポリシー
リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ

ポリシーごとのプライマリセキュリティグループ

1

共有 VPC を含む、アカウントあたりのポリシーごとの範囲内の Amazon
VPC インスタンス

100

コンテンツ監査セキュリティグループポリシー
リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ

ポリシーごとの監査セキュリティグループ

1

アプリケーションリストあたりのアプリケーション

50

ポリシー内における任意の設定のカスタムマネージドアプリケーションリス
ト

1

アカウントあたりのカスタム管理アプリケーションリスト

10

プロトコルリストあたりのプロトコル

5

ポリシー内における任意の設定のカスタムマネージドプロトコルリスト

1

アカウントあたりのカスタム管理プロトコルリスト

10
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AWS WAF ポリシー
リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ

Firewall Manager 管理者アカウントあたりの AWS WAF ルールグループ

100

Firewall Manager 管理者アカウントあたりの AWS WAF Classic ルールグルー 10
プ
AWS WAF ポリシー別のルールグループ

50

AWS WAF ポリシー内のルールグループの合計ウェブ ACL キャパシティーユ
ニット (WCU)。

1500

DNS Firewall ポリシー
リソース

リージョンあたりのデ
フォルトのクォータ

Firewall Manager ポリシーごとの DNS Firewall ルールグループ

2

イミュータブルなクォータ
AWS Firewall Manager に関連するリージョンごとの次のクォータは変更できません。

Network Firewall ポリシー
リソース

リージョンあたりの
クォータ

1 つのポリシーについて自動的に修正できる VPC の数。

1,000

1 つのポリシーに指定できる IPV4 CIDR の数。

50

セキュリティグループコンテンツ監査ポリシー
リソース

リージョンあたりの
クォータ

ポリシー内の任意の設定に関する Firewall Manager のマネージドアプリケー
ションリスト

1

ポリシー内の任意の設定に関する Firewall Manager のマネージドプロトコル
リスト

1

AWS WAF Classic のポリシー
リソース

リージョンあたりの
クォータ

ポリシーごとの AWS WAF Classic ルールグループ

2: 1 つのユーザー定義
ルールグループと 1 つ
の AWS Marketplace
ルールグループ
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リソース

リージョンあたりの
クォータ

Firewall Manager AWS WAF Classic ルールグループごとの AWS WAF
Classic ルール

10
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AWS Shield
Distributed Denial of Service (DDoS) 攻撃から保護することは、インターネットに直接接続するアプリケー
ションにとって極めて重要です。AWS でアプリケーションを構築する場合、追加コストなしで AWS が提
供する保護を利用できます。さらに、AWS Shield Advanced マネージド脅威保護サービスを使用して、追
加の DDoS 検出、緩和、および応答機能でセキュリティ体制を改善できます。
AWS は、インターネット上の不正行為者に対する防御において、高可用性、セキュリティ、および回復
力を確保するのに役立つツール、ベストプラクティス、およびサービスを提供することに取り組んでいま
す。このガイドは、IT 関連事項の意思決定者やセキュリティエンジニアが、Shield と Shield Advanced を
使用して DDoS 攻撃や他の外部の脅威からアプリケーションをより適切に保護する方法を理解できるよう
に提供されています。
AWS でアプリケーションを構築すると、UDP リフレクション攻撃や TCP SYN フラッドなどの一般的な
ボリューム DDoS 攻撃ベクトルに対する AWS による自動保護を利用できます。これらの保護を活用し
て、DDoS レジリエンシーを高めるためにアーキテクチャを設計および設定することにより、AWS で実行
するアプリケーションの可用性を確保できます。
このガイドでは、DDoS レジリエンシーを実現するためのアプリケーションアーキテクチャの設計、作
成、および設定に役立つ推奨事項について説明します。このガイドで提供されるベストプラクティスに準
拠するアプリケーションは、大規模な DDoS 攻撃や広範囲の DDoS 攻撃ベクトルによってターゲットとさ
れた場合に、改善された可用性の維持の恩恵を受けることができます。さらに、このガイドでは、Shield
Advanced を使用して、重要なアプリケーション向けに最適化された DDoS 保護体制を実装する方法につ
いて説明します。これには、顧客に一定レベルの可用性を保証したアプリケーションや、DDoS イベント
中に AWS からの運用サポートを必要とするアプリケーションが含まれます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、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審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。AWSServiceRoleForAWSShield に適用されるコン
プライアンスプログラムについては、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサー
ビス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
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AWS Shield の仕組み
AWS Shield Standard および AWS Shield Advanced は、ネットワークレイヤーとトランスポートレ
イヤー (レイヤー 3 と 4)、およびアプリケーションレイヤー (レイヤー 7) の AWS のリソースのため
に、Distributed Denial of Service (DDoS) 攻撃に対する保護を提供します。DDoS 攻撃は、侵害された複
数のシステムが、ターゲットに対してトラフィックでフラッディングを試みる攻撃です。DDoS 攻撃は正
当なエンドユーザーがターゲットのサービスにアクセスするのを妨げ、圧倒的なトラフィック量のために
ターゲットがクラッシュする可能性があります。
AWS Shield は、幅広い既知の DDoS 攻撃ベクトルおよびゼロデイ攻撃ベクトルに対する保護を提供しま
す。Shield の検出および緩和は、検出時において、サービスにとって明示的に既知でなくても、脅威に対
するカバレッジを提供するように設計されています。
Shield が検出する攻撃のクラスには、次のものが含まれます。
• [Network volumetric attacks (layer 3)] (ネットワークボリューム攻撃 (レイヤー 3)) – これは、インフラ
ストラクチャレイヤー攻撃のベクトルのサブカテゴリです。これらのベクトルは、正当なユーザーへの
サービスを拒否するために、ターゲットネットワークまたはリソースの容量を飽和させることを試みま
す。
• [Network protocol attacks (layer 4)] (ネットワークプロトコル攻撃 (レイヤー 4)) – これは、インフラス
トラクチャレイヤー攻撃のベクトルのサブカテゴリです。これらのベクトルは、プロトコルを悪用して
ターゲットリソースへのサービスを拒否します。ネットワークプロトコル攻撃の一般的な例は TCP SYN
フラッドです。TCP SYN フラッドは、サーバー、ロードバランサー、ファイアウォールなどのリソース
の接続状態を使い果たす可能性があります。ネットワークプロトコル攻撃は、帯域幅消費型である場合
もあります。例えば、大規模な TCP SYN フラッドには、ターゲットリソースまたは中間リソースの状
態を使い果たしながら、ネットワークの容量を飽和させる意図があるかもしれません。
• アプリケーションレイヤー攻撃 (レイヤー 7) - このカテゴリの攻撃ベクトルは、ウェブリクエストのフ
ラッドなど、ターゲットに対して有効なクエリをアプリケーションにフラッディングすることによっ
て、正当なユーザーへのサービス提供の拒否を試みます。
目次
• AWS Shield Standard の概要 (p. 451)
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• AWS Shield Advanced の概要 (p. 451)
• AWS Shield Advanced で保護されたリソース (p. 452)
• AWS Shield Advanced の機能とオプション (p. 452)
• AWS Shield Advanced をサブスクライブして追加の保護を適用するか否かの判断 (p. 454)
• DDoS 攻撃の例 (p. 454)
• AWS Shield がイベントを検出する方法 (p. 455)
• インフラストラクチャレイヤーの脅威の検出ロジック (p. 456)
• アプリケーションレイヤーの脅威の検出ロジック (p. 457)
• アプリケーション内の複数のリソースの検出ロジック (p. 458)
• AWS Shield がイベントを緩和する方法 (p. 458)
• 緩和機能 (p. 459)
• AWS Shield CloudFront と Route 53 の緩和ロジック (p. 460)
• AWS リージョンの AWS Shield 緩和ロジック (p. 460)
• AWS Global Accelerator標準アクセラレーターの AWS Shield 緩和ロジック (p. 461)
• Elastic IP の AWS Shield Advanced 緩和ロジック (p. 462)
• ウェブアプリケーションの AWS Shield Advanced 緩和ロジック (p. 462)

AWS Shield Standard の概要
AWS Shield は、アプリケーションの境界を保護するマネージド脅威保護サービスです。境界は、AWS
ネットワークの外部から到達するアプリケーショントラフィックの最初のエントリポイントです。
アプリケーションの境界がどこにあるかを判断するには、ユーザーがインターネットからアプリケーショ
ンにどのようにアクセスするかを検討します。最初のエントリポイントが AWS リージョンにある場合、
アプリケーションの境界は Amazon Virtual Private Cloud (VPC) です。ユーザーが Amazon Route 53 に
よってアプリケーションに誘導され、最初に Amazon CloudFront または AWS Global Accelerator を使用
してアプリケーションにアクセスする場合、アプリケーションの境界は AWS ネットワークのエッジから
始まります。
Shield は、AWS で実行されているすべてのアプリケーションに DDoS の検出と緩和のメリットを提供し
ますが、アプリケーションのアーキテクチャを設計するときに行う決定は、DDoS レジリエンシーのレベ
ルに影響します。DDoS Resiliency は、攻撃を受けている最中に、想定されるパラメータ内でアプリケー
ションが動作し続ける能力です。
すべての AWS のお客様は、Shield Standard の自動保護機能を追加料金なしで受けることができま
す。Shield Standard は、お客様のウェブサイトやアプリケーションを標的として一般的かつ頻繁に発生す
るネットワークおよび転送レイヤーの DDoS 攻撃に対して防御します。Shield Standard はすべての AWS
のお客様を保護するのに役立ちますが、Amazon Route 53 ホストゾーン、Amazon CloudFront ディストリ
ビューション、および AWS Global Accelerator 標準アクセラレーターで特にメリットがあります。これら
のリソースは、既知のすべてのネットワークおよびトランスポートレイヤー攻撃に対して、可用性につい
ての包括的な保護を受けます。

AWS Shield Advanced の概要
AWS Shield Advanced は、DDoS 攻撃、ボリュメトリックボット、脆弱性の悪用の試みなどの外部の脅威
からアプリケーションを保護するのに役立つマネージドサービスです。攻撃に対するより高いレベルの保
護のために、AWS Shield Advanced サブスクライブすることができます。Shield Advanced の料金につい
ては、「AWS Shield Advanced の料金」を参照してください。

Note
AWS Organizations 組織のメンバーであるアカウントの場合、Shield Advanced サブスクリプ
ションの料金は、支払者アカウント自体がサブスクライブされているかどうかにかかわらず、組
織の支払者アカウントに対して請求されます。
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Shield Advanced をサブスクライブしてリソースに保護を追加すると、Shield Advanced は、それらのリ
ソースのために拡張された DDoS 攻撃保護を提供します。Shield Advanced から受ける保護は、アーキテ
クチャと設定の選択内容によって異なります。このガイドの情報を参照して、Shield Advanced を使用し
て回復力のあるアプリケーションを構築して保護し、エキスパートのサポートが必要なときにエスカレー
ションできます。
トピック
• AWS Shield Advanced で保護されたリソース (p. 452)
• AWS Shield Advanced の機能とオプション (p. 452)
• AWS Shield Advanced をサブスクライブして追加の保護を適用するか否かの判断 (p. 454)

AWS Shield Advanced で保護されたリソース
Note
Shield Advanced 保護は、Shield Advanced で明示的に指定したリソース、または AWS Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーを通じて保護したリソースのためにのみ有効になりま
す。Shield Advanced は、リソースを自動的に保護しません。
Shield Advanced を使用すると、次のリソースタイプで高度なモニタリングと保護を行うことができま
す。
• Amazon CloudFront ディストリビューション。
• Amazon Route 53 ホストゾーン。
• AWS Global Accelerator 標準アクセラレーター。
• Amazon EC2 Elastic IP アドレス。Shield Advanced は、保護された Elastic IP アドレスに関連付けられ
ているリソースを保護します。
• Amazon EC2 インスタンス (Amazon EC2 Elastic IP アドレスへの関連付け経由)
• 次の Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサー:
• Application Load Balancer。
• Classic Load Balancer。
• Network Load Balancer (Amazon EC2 Elastic IP アドレスへの関連付け経由)。
これらのリソースタイプの保護に関する追加情報については、「リソースタイプ別の AWS Shield
Advanced 保護 (p. 477)」を参照してください。

AWS Shield Advanced の機能とオプション
AWS Shield Advanced サブスクリプションには、次の機能とオプションが含まれています。これら
は、AWS で既に利用している DDoS 検出および緩和機能を補完します。
• AWS WAF 統合 – Shield Advanced は、アプリケーションレイヤーの保護の一部として、AWS WAF
ウェブ ACL、ルール、およびルールグループを使用します。Shield Advanced のサブスクリプション
は、ウェブ ACL、ルール、およびウェブリクエストの AWS WAF の基本料金をカバーします。
AWS WAF の詳細については、「AWS WAF の仕組み (p. 7)」を参照してください。AWS WAF の基
本コストについては、「AWS WAF の料金」を参照してください。Shield Advanced のサブスクリプ
ションは、Bot Control のオプションのインテリジェント脅威緩和機能や CAPTCHA など、AWS WAF
の追加コストをカバーするものではありません。Shield Advanced の料金については、「AWS Shield
Advanced の料金」を参照してください。
• アプリケーションレイヤーの DDoS の自動緩和 - Shield Advanced は、保護されたリソースに対するア
プリケーションレイヤー (レイヤー 7) 攻撃を自動的に緩和して対応するように設定できます。自動緩和
機能により、Shield Advanced は、保護されたリソースのカスタム AWS WAF ルールを作成、評価、お
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よびデプロイすることにより、検出された DDoS 攻撃に対応します。攻撃の一部であるウェブリクエス
トをカウントまたはブロックするように自動緩和を設定できます。
詳細については、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照して
ください。
• ヘルスベースの検出 – Shield Advanced で Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用して、イベントの
検出と緩和の通知を受けることができます。ヘルスチェックは、仕様に従ってアプリケーションをモニ
タリングし、仕様が満たされた場合は正常、そうでない場合は異常を報告します。Shield Advanced で
ヘルスチェックを使用すると、誤検出を防止するのに役立つともに、保護されたリソースが異常な場合
により迅速に検出および緩和できます。Route 53 ホストゾーンを除くリソースタイプのために、ヘルス
ベースの検出を使用できます。Shield Advanced のプロアクティブエンゲージメントは、ヘルスベース
の検出が有効になっているリソースでのみ使用できます。
詳細については、「ヘルスチェックを使用したヘルスベースの検出の設定 (p. 485)」を参照してくださ
い。
• 保護グループ – 保護グループを使用して、保護されたリソースの論理グループを作成し、グループ全体
の検出と緩和を強化できます。新しく保護されたリソースを自動的に含めるように、保護グループのメ
ンバーシップの条件を定義できます。保護されたリソースは、複数の保護グループに所属できます。
詳細については、「AWS Shield Advanced 保護グループ (p. 496)」を参照してください。
• DDoS イベントと攻撃の可視性の向上 – Shield Advanced を使用すると、高度なリアルタイムのメトリ
クスとレポートにアクセスして、保護された AWS のリソースに対するイベントと攻撃の可視性を高め
ることができます。この情報には、Shield Advanced API とコンソール、および Amazon CloudWatch メ
トリクスを通じてアクセスできます。
詳細については、「DDoS イベントの可視性 (p. 498)」を参照してください。
• AWS Firewall Manager による Shield Advanced 保護の一元管理 – Firewall Manager を使用して、新し
いアカウントとリソースに Shield Advanced 保護を自動的に適用し、ウェブ ACL に AWS WAF ルール
をデプロイできます。Firewall Manager Shield Advanced 保護ポリシーは、Shield Advanced のお客様に
追加料金なしでご利用いただけます。また、Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックまたは
AWS Security Hub で Firewall Manager を使用して、アカウントの Shield Advanced モニタリングアク
ティビティを一元化することもできます。
Shield Advanced での Firewall Manager の使用に関する詳細については、「AWS Firewall
Manager (p. 352)」および「AWS Shield Advanced ポリシー (p. 399)」を参照してください。Firewall
Manager の料金については、「AWS Firewall Manager の料金」を参照してください。
• AWS Shield Response Team (SRT) – SRT は、AWS、Amazon.com、およびその子会社の保護に関し
て豊富な経験を有しています。AWS Shield Advanced のお客様は、アプリケーションの可用性に影響
を与える DDoS 攻撃を受けている最中に、いつでも SRT に連絡してサポートを求めることができま
す。SRT と連携して、リソースのカスタム緩和策を作成および管理することもできます。SRT のサービ
スを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプランをサブスクライブ
する必要もあります。
詳細については、「Shield Response Team (SRT) のサポート (p. 472)」を参照してください。
• プロアクティブな関与 – Shield Advanced が検出したイベントの発生中に、保護されたリソースに関
連付けられた Amazon Route 53 ヘルスチェックが異常になった場合、プロアクティブな関与によっ
て、Shield Response Team (SRT) はお客様に直接ご連絡します。これにより、アプリケーションの可用
性に影響を及ぼす可能性のある攻撃が疑われる場合に、エキスパートとより迅速に連携することができ
ます。
詳細については、「プロアクティブな関与の設定 (p. 474)」を参照してください。
• コスト保護の機会 – Shield Advanced は、保護されたリソースに対する DDoS 攻撃から生じる可能性の
ある AWS 請求額の急増に対するコスト保護を提供します。
詳細については、「AWS Shield Advanced でクレジットをリクエストする (p. 508)」を参照してくだ
さい。
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AWS Shield Advanced をサブスクライブして追加の保護を適用
するか否かの判断
AWS Shield Advanced をサブスクライブするアカウントと追加の保護を適用する場合を判断するのに役立
てるため、このセクションのシナリオを確認してください。Shield Advanced では、一括請求 (コンソリ
デーティッドビリング) の支払いアカウントで作成されたすべてのアカウントについて、1 つの月額サブス
クリプション料金をお支払いいただきます。さらに、転送されたデータの GB (OUT) に基づく使用料金も
お支払いいただきます。Shield Advanced の料金については、「AWS Shield Advanced の料金」を参照し
てください。

Note
AWS Organizations 組織のメンバーであるアカウントの場合、Shield Advanced サブスクリプ
ションの料金は、支払者アカウント自体がサブスクライブされているかどうかにかかわらず、組
織の支払者アカウントに対して請求されます。
Shield Advanced でアプリケーションとそのリソースを保護するには、アプリケーションを管理するアカ
ウントを Shield Advanced にサブスクライブし、アプリケーションのリソースに保護を追加します。アカ
ウントのサブスクライブとリソースの保護については、「AWS Shield Advanced の開始方法 (p. 467)」
を参照してください。
保護するアプリケーションの特定
次のいずれかが必要なアプリケーションには、Shield Advanced 保護を実装することを検討してくださ
い。
• アプリケーションのユーザーに保証された可用性。
• DDoS 攻撃によってアプリケーションが影響を受ける場合における、DDoS 緩和のエキスパートへの迅
速なアクセス。
• アプリケーションが DDoS 攻撃の影響を受けている可能性があることの AWS による認識、および攻撃
に関する AWS からの通知とセキュリティチームまたはオペレーションチームへのエスカレーション。
• クラウドコストの予測可能性 (DDoS 攻撃が AWS のサービスの利用に影響を与える場合を含む)。
アプリケーションまたはそのリソースが上記のいずれかを必要とする場合は、関連アカウントのサブスク
リプションを作成することを検討してください。
保護するリソースの特定
サブスクライブした各アカウントについて、次のいずれかの特性を持つ各リソースに Shield Advanced 保
護を追加することを検討してください。
• このリソースは、インターネット上の外部ユーザーにサービスを提供します。
• リソースはインターネットに公開されます。また、重要なアプリケーションの一部でもあります。イン
ターネット上のユーザーがアクセスするかどうかにかかわらず、公開されているすべてのリソースを検
討してください。
• リソースは AWS WAF ウェブ ACL によって保護されています。
リソースの保護の作成と管理の詳細については、「AWS Shield Advanced でのリソース保護 (p. 476)」
を参照してください。
さらに、このガイドの推奨事項は、DDoS レジリエンシーを考慮してアプリケーションを設計し、最適な
保護を実現するために Shield Advanced の機能を適切に設定するのに役立ちます。

DDoS 攻撃の例
AWS Shield Advanced では、さまざまなタイプの攻撃に対して広範な保護が可能です。
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次のリストでは、いくつかの一般的な攻撃の種類について説明します。
User Datagram Protocol (UDP) リフレクション攻撃
UDP リフレクション攻撃では、攻撃者はリクエストの発生元を偽装し、UDP を使用してサーバーか
ら大量のレスポンスを引き出すことができます。攻撃対象の偽装 IP アドレスに向かう追加のネット
ワークトラフィックにより、対象のサーバーは遅くなり、正当なエンドユーザーが必要なリソースに
アクセスできなくなります。
TCP SYN フラッド
TCP SYN フラッド攻撃の目的は、接続を半開状態にして、システムの利用可能なリソースを枯渇させ
ることです。ユーザーがウェブサーバーのような TCP サービスに接続すると、クライアントは TCP
SYN パケットを送信します。サーバーが肯定応答を返し、クライアントがそれ自体の肯定応答を返す
ことで、3 ウェイハンドシェイクが完了します。TCP SYN フラッドでは、3 回目の肯定応答が返され
ることはなく、サーバーはレスポンスを待ったままになります。このため、他のユーザーはサーバー
に接続できなくなります。
DNS クエリフラッド
DNS クエリフラッドでは、攻撃者は多数の DNS クエリを使用して DNS サーバーのリソースを枯渇
させます。AWS Shield Advanced は、Route 53 DNS サーバーの DNS クエリのフラッド攻撃に対す
る保護に役立ちます。
HTTP フラッド/キャッシュ無効化 (レイヤー 7) 攻撃
GET および POST フラッドを含む HTTP フラッドにより、攻撃者はウェブアプリケーションの実際
のユーザーからのように見せかけて多数の HTTP リクエストを送信します。キャッシュ無効化攻撃
は、HTTP フラッドの一種です。HTTP リクエストのクエリ文字列のバリエーションを使用して、
エッジでキャッシュされているコンテンツが使用されないようにし、オリジンウェブサーバーからコ
ンテンツが送信されるようにすることで、オリジンウェブサーバーに損害につながる可能性があるほ
どの負荷をかけます。

AWS Shield がイベントを検出する方法
AWS は、AWS ネットワークおよび個々の AWS のサービスのサービスレベルの検出システムを運用し
て、DDoS 攻撃を受けている最中にそれらが引き続き利用可能であるようにします。さらに、リソースレ
ベルの検出システムは、個々の AWS リソースをモニタリングして、リソースへのトラフィックが想定さ
れるパラメータの範囲内にあるようにします。この組み合わせは、既知の不正パケットをドロップし、悪
意がある可能性のあるトラフィックを強調表示し、エンドユーザーからのトラフィックに優先順位を付け
る緩和策を適用することにより、対象となる AWS リソースと AWS のサービスの両方を保護します。
イベントは、Shield Advanced のイベントの概要、攻撃の詳細、Amazon CloudWatch メトリクス
に、DDoS 攻撃ベクトルの名前として、または評価がシグネチャではなくトラフィック量に基づいてい
る場合は Volumetric として表示されます。DDoSDetected CloudWatch メトリクス内で利用可能な
攻撃ベクトルのディメンションの詳細については、「AWS Shield Advanced のメトリクスおよびアラー
ム (p. 532)」を参照してください。
トピック
• インフラストラクチャレイヤーの脅威の検出ロジック (p. 456)
• アプリケーションレイヤーの脅威の検出ロジック (p. 457)
• アプリケーション内の複数のリソースの検出ロジック (p. 458)
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インフラストラクチャレイヤーの脅威の検出ロジック
インフラストラクチャレイヤー (レイヤー 3 およびレイヤー 4) での DDoS 攻撃からターゲット AWS リ
ソースを保護するために使用される検出ロジックは、リソースタイプと、そのリソースが AWS Shield
Advanced で保護されているかどうかによって異なります。
Amazon CloudFront と Amazon Route 53 の検出
CloudFront および Route 53 でウェブアプリケーションを提供すると、アプリケーションへのすべてのパ
ケットが完全インライン DDoS 緩和システムによって検査されます。これにより、観測可能なレイテン
シーが発生することはありません。CloudFront ディストリビューションおよび Route 53 ホストゾーンに
対する DDoS 攻撃は、リアルタイムで緩和されます。これらの保護は、AWS Shield Advanced を使用する
かどうかにかかわらず適用されます。
DDoS イベントの迅速な検出と緩和のために、可能な場合は常に、ウェブアプリケーションのエントリポ
イントとしての CloudFront と Route 53 の利用に関するベストプラクティスに従います。
AWS Global Accelerator およびリージョンレベルのサービスの検出
リソースレベルの検出は、AWS リージョンで起動される AWS Global Accelerator 標準アクセラレーター
とリソース (Classic Load Balancer、Application Load Balancer、Elastic IP アドレス (EIP) など) を保護し
ます。これらのリソースタイプは、緩和が必要な DDoS 攻撃の存在を示している可能性のあるトラフィッ
クの増加をモニタリングします。毎分、各 AWS リソースへのトラフィックが評価されます。リソースへ
のトラフィックが上昇した場合は、リソースの容量を測定するために追加のチェックが実行されます。
Shield は次の標準チェックを実行します。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon EC2 インスタンスにアタッチさ
れた EIP – Shield は保護されたリソースから容量を取得します。容量は、ターゲットのインスタンスタ
イプ、インスタンスサイズ、およびインスタンスが拡張ネットワークを使用しているかどうかなどの他
の要因によって異なります。
• Classic Load Balancer と Application Load Balancer – Shield はターゲットのロードバランサーノードか
ら容量を取得します。
• Network Load Balancer にアタッチされた EIP – Shield はターゲットのロードバランサーから容量を取
得します。容量は、ターゲットのロードバランサーのグループ設定とは無関係です。
• AWS Global Accelerator 標準アクセラレーター - Shield は、エンドポイント設定に基づいて容量を取得
します。
これらの評価は、ポートやプロトコルなど、ネットワークトラフィックの複数のディメンションにわたっ
て行われます。ターゲットリソースの容量を超えると、Shield は DDoS 緩和策を実行します。Shield に
よって実施された緩和策は DDoS トラフィックを削減しますが、完全に排除することはできない場合があ
ります。Shield は、既知の DDoS 攻撃ベクトルと一致するトラフィックディメンションでリソースの容量
がわずかに超過した場合も、緩和策を講じることがあります。Shield は、この緩和策を有効期限 (TTL) を
設けて実施し、攻撃が続く限り延長されます。

Note
Shield によって実施された緩和策は DDoS トラフィックを削減しますが、完全に排除することは
できない場合があります。AWS Network Firewall などのソリューションまたは iptables などのオ
ンホストファイアウォールで Shield を拡張して、アプリケーションに対して無効なトラフィック
や正当なエンドユーザーによって生成されなかったトラフィックをアプリケーションが処理しな
いようにすることができます。
Shield Advanced の保護では、既存の Shield の検出アクティビティに次が追加されます。
• [Lower detection thresholds] (検出しきい値を下げる) – Shield Advanced は、計算された容量の半分に緩
和策を実施します。これにより、ゆっくり増加する攻撃をより迅速に緩和し、より曖昧なボリュームシ
グネチャを持つ攻撃を緩和できます。
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• [Intermittent attack protection] (断続的な攻撃からの保護) – Shield Advanced は、攻撃の頻度と期間に基
づいて、指数関数的に増加する有効期限 (TTL) で緩和策を実施します。これにより、リソースが頻繁に
ターゲットとなり、短いバーストで攻撃が発生する際に、緩和策が長く維持されます。
• [Health-based detection] (ヘルスベースの検出) – Route 53 ヘルスチェックを Shield Advanced で保護
されたリソースに関連付けると、ヘルスチェックのステータスが検出ロジックで使用されます。検出
されたイベント中、ヘルスチェックが正常である場合、Shield Advanced では、緩和策を行う前に、そ
のイベントが攻撃であるというより強力な確信が必要です。代わりにヘルスチェックが異常な場合は、
信頼が確立される前でも Shield Advanced が緩和策を講じることがあります。この機能は、誤検出を
回避するのに役立つとともに、アプリケーションに影響する攻撃への迅速な対応を提供します。Shield
Advanced を使用したヘルスチェックの詳細については、「ヘルスチェックを使用したヘルスベースの
検出の設定 (p. 485)」を参照してください。

アプリケーションレイヤーの脅威の検出ロジック
AWS Shield Advanced は、保護された Amazon CloudFront ディストリビューションと Application Load
Balancer 向けに、ウェブアプリケーションレイヤー検出を提供します。これらのリソースタイプを Shield
Advanced で保護する場合、AWS WAF ウェブ ACL を保護に関連付けて、ウェブアプリケーションレイ
ヤーの検出を有効にすることができます。Shield Advanced は、関連付けられたウェブ ACL のリクエスト
データを消費し、アプリケーションのトラフィックベースラインを構築します。ウェブアプリケーション
レイヤーの検出は、Shield Advanced と AWS WAF のネイティブ統合に依存しています。AWS WAF ウェ
ブ ACL を Shield Advanced で保護されたリソースに関連付けるなど、アプリケーションレイヤーの保護の
詳細については、「AWS Shield Advanced アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) 保護 (p. 478)」を参
照してください。
ウェブアプリケーションレイヤーの検出では、Shield Advanced はアプリケーショントラフィックをモニ
タリングし、異常を検出する過去のベースラインと比較します。このモニタリングは、トラフィックの総
量と構成をカバーします。DDoS 攻撃を受けている最中、トラフィックの量と構成の両方が変化すること
が想定され、Shield Advanced では、イベントを宣言するために両方における統計的に有意な偏差が必要
です。
Shield Advanced は、過去のタイムウィンドウに照らして測定を実行します。このアプローチを使用する
と、トラフィック量の正当な変化や、毎日同じ時間に提供される販売など、想定されるパターンに一致す
るトラフィックの変化による誤検出の通知が減少します。

Note
Shield Advanced が通常の正当なトラフィックパターンを表すベースラインを確立できるよう
にすることで、Shield Advanced 保護の誤検出を回避できます。ウェブトラフィックに異常なパ
ターンを引き起こす可能性のある予定イベントの少なくとも 24 時間前に、ウェブ ACL を保護リ
ソースに関連付けます。Shield Advanced のウェブアプリケーションレイヤー検出は、30 日間の
通常のトラフィックが観測された場合に最も正確です。
Shield Advanced がイベントを検出するのにかかる時間は、トラフィック量で見られる変化の量の影響
を受けます。量の変化が少ない場合、Shield Advanced は、イベントが発生していることについてのよ
り強い確信を持つために、トラフィックをより長い期間にわたって観察します。量の変化が大きい場
合、Shield Advanced はイベントをより迅速に検出してレポートします。

Note
トラフィックの増加やロードに対応してスケールするようにアプリケーションを設計して、
小規模なリクエストフラッドの影響を受けないようにすることができます。Shield Advanced
を使用すると、保護されたリソースはコスト保護の対象となります。これは、DDoS 攻撃の
結果として発生する可能性のあるクラウド料金の想定外の増加を防ぐのに役立ちます。Shield
Advanced のコスト保護の詳細については、「AWS Shield Advanced でクレジットをリクエスト
する (p. 508)」を参照してください。
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アプリケーション内の複数のリソースの検出ロジック
AWS Shield Advanced 保護グループを使用すると、同じアプリケーションの一部である保護されたリソー
スのコレクションを作成できます。グループに配置する保護されたリソースを選択するか、同じタイプの
すべてのリソースを 1 つのグループとして扱うことを指定できます。例えば、すべての Application Load
Balancer のグループを作成できます。保護グループを作成すると、Shield Advanced 検出は、グループ内
の保護されたリソースに関するすべてのトラフィックを集約します。これは、トラフィック量は少ない
が、集約されたボリュームが大きいリソースが多数ある場合に有益です。また、保護されたリソース間
でトラフィックが転送されるブルーグリーンデプロイメント向けに、保護グループを使用してアプリケー
ションベースラインを保持することもできます。
次のいずれかの方法で保護グループ内のトラフィックを集約することを選択できます。
• [Sum] (合計) – この集計は、保護グループ内のリソース全体のすべてのトラフィックを合計します。こ
の集約を使用して、新しく作成されたリソースに既存のベースラインが確実に存在しているようにした
り、検出の感度を下げて、誤検出を防いだりすることができます。
• [Mean] (平均) – この集計は、保護グループ全体のすべてのトラフィックの平均を使用します。この集約
は、ロードバランサーのように、リソース間のトラフィックが均一であるアプリケーションに使用でき
ます。
• [Max] (最大) – この集約は、保護グループ内のリソースの中で最も高いトラフィックを使用します。この
集約は、保護グループにアプリケーションの階層が複数ある場合に使用できます。例えば、CloudFront
ディストリビューション、その Application Load Balancer のオリジン、および Application Load
Balancer の Amazon EC2 インスタンスターゲットを含む保護グループがあるとします。
また、保護グループを使用して、複数のインターネットに接続する Elastic IP または AWS Global
Accelerator 標準のアクセラレーターをターゲットとする攻撃に対して、Shield Advanced が緩和策を実施
する速度を向上させることもできます。保護グループ内の 1 つのリソースがターゲットになると、Shield
Advanced は、グループ内の他のリソースについての信頼を確立します。これにより、Shield Advanced 検
出がアラート状態になり、追加の緩和策の作成に必要な時間を短縮できます。
保護グループの詳細については、「AWS Shield Advanced 保護グループ (p. 496)」を参照してくださ
い。

AWS Shield がイベントを緩和する方法
アプリケーションを保護する緩和ロジックは、アプリケーションのアーキテクチャによって異なりま
す。Amazon CloudFront および Amazon Route 53 でウェブアプリケーションを保護する場合、ウェブお
よび DNS ユースケースに固有の緩和策と、サービスのすべてのトラフィックを保護する緩和策の恩恵を
受けることができます。アプリケーションのエントリーポイントが、AWS で実行されるリソースである場
合、緩和ロジックはサービス、リソースタイプ、および AWS Shield Advanced の使用状況によって変わり
ます。
AWS DDoS 緩和システムは Shield エンジニアによって開発され、密接にAWSのサービスに統合されて
います。エンジニアは、ターゲットリソースの容量や健全性など、アーキテクチャの側面を考慮に入れま
す。Shield エンジニアは、DDoS 緩和システムの有効性とパフォーマンスを継続的に監視し、新しい脅威
が発見または予測されたときに迅速に対応できます。
トラフィックの増加やロードに対応してスケールするようにアプリケーションを設計して、小規模なリク
エストフラッドの影響を受けないようにする手助けをします。Shield Advanced を使用してリソースを保
護すると、DDoS 攻撃の結果として発生する可能性のあるクラウド料金の予想外の増加を防ぐことができ
ます。
インフラストラクチャの緩和
インフラストラクチャ層攻撃の場合、AWS ShieldDDoS 緩和システムは、AWS ネットワーク境界線と
AWSエッジロケーションにあります。全体にわたって複数のレベルのセキュリティコントロールを配置す
る AWS インフラストラクチャは、クラウドアプリケーションに詳細な防御を提供します。
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Shield により、インターネットからの進入のすべてのポイントで DDoS 軽減システムを維持されま
す。Shield は DDoS 攻撃を検出すると、進入ポイントごとに、同じ場所にある DDoS 緩和システムを介し
てトラフィックを再ルーティングします。これにより、観測可能なレイテンシーがさらに発生することは
なく、すべての AWS リージョンとすべてのエッジロケーションにおいて、100 テラビット/秒 (Tbps) を超
える緩和能力を実現します。Shield は、トラフィックを外部またはリモートのスクラビングセンターに再
ルーティングすることなく、リソースの可用性を保護します。これにより、レイテンシーが増加する可能
性があります。
• AWS ネットワークボーダーでは、任意の AWS サービスまたはリソースにおいて、DDoS 緩和システ
ムによりインターネットからのインフラストラクチャ層攻撃が軽減されます。Shield による検出または
Shield Response Team (SRT) のエンジニアによる通知があると、システムは緩和を実行します。
• AWS エッジロケーションでは、DDoS 緩和システムは、オリジナルに関係なく、Amazon CloudFront
ディストリビューションおよび Amazon Route 53 ホストゾーンに転送されるすべてのパケットを継続的
に検査します。必要な場合、システムはウェブおよび DNS トラフィック向けに特別に設計された緩和
策を適用します。Amazon CloudFront と Amazon Route 53 を使用してウェブアプリケーションを保護
することで付加される利点の 1 つは、Shield 検出からのシグナルを必要とせずに DDoS 攻撃を即座に軽
減できることです。
アプリケーションレイヤーの緩和
Shield Advanced は、Shield Advanced 保護を有効にした Amazon CloudFront ディストリビューションと
Application Load Balancer 向けに、ウェブアプリケーションレイヤー緩和を提供します。保護を有効にし
た場合、AWS WAF ウェブ ACL をリソースに関連付けて、ウェブアプリケーションレイヤーの検出を有
効にすることができます。さらに、自動アプリケーションレイヤー軽減を有効にするオプションがありま
す。これは、DDoS 攻撃中に保護を管理するよう Shield Advanced に指示します。
Shield は、Shield Advanced と自動アプリケーションレイヤー緩和を有効にしたリソースに対するアプリ
ケーションレイヤー攻撃に対してのみ緩和策を提供します。自動緩和機能を使用すると、Shield Advanced
は、AWS WAF 保護を使用して攻撃を自動的に軽減し、必要がなくなると緩和策を削除します。このタイ
プの緩和の詳細については、「Shield Advanced が自動緩和を管理する方法 (p. 481)」を参照してくださ
い。。

緩和機能
AWS Shield DDoS 緩和の主な機能は次のとおりです。
• パケット検証 — これにより、検査されたすべてのパケットが期待される構造に適合し、そのプロトコ
ルに対して有効であることが保証されます。サポートされているプロトコル検証には、IP、TCP（ヘッ
ダーとオプションを含む）、UDP、ICMP、DNS、および NTP が含まれます。
• アクセスコントロールリスト (ACL) と Shaper — ACL は特定の属性に対してトラフィックを評価し、一
致するトラフィックをドロップするか、シェーパーにマッピングします。シェーパーは、一致するトラ
フィックのパケットレートを制限し、宛先に到達するボリュームを含むために余分なパケットをドロッ
プします。AWS Shield 検出および Shield Response Team (SRT) エンジニアは、既知の DDoS 攻撃ベ
クトルに一致する属性を使用して、予想されるトラフィックへの専用のレート割り当てと、トラフィッ
クへのより制限的なレート割り当てを提供できます。ACL が照合できる属性には、パケットペイロード
内のポート、プロトコル、TCP フラグ、宛先アドレス、送信元の国、および任意のパターンが含まれま
す。
• 疑惑のスコアリング — これにより、Shield が期待するトラフィックに関する知識を使用して、すべての
パケットにスコアを適用されます。既知の正常なトラフィックのパターンに近いパケットには、より低
い疑惑スコアが割り当てられます。既知の不良トラフィック属性を観察すると、パケットの疑惑スコア
が高まる可能性があります。レート制限パケットが必要な場合、Shield は疑惑スコアが高いパケットか
らドロップします。これは、Shield が誤検知を回避しながら、既知の DDoS 攻撃とゼロデイ攻撃の両方
を軽減するのに役立ちます。
• TCP SYN プロキシ — これにより、TCP SYN Cookie が保護されたサービスに渡すのを許可する前に新
しい接続に挑戦するために TCP SYN Cookie を送信することで、TCP SYN フラッドに対する保護が提
供されます。Shield DDoS 緩和によって提供される TCP SYN プロキシはステートレスであり、ステー
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トを使い果たすことなく、既知の最大の TCP SYN フラッド攻撃を軽減できます。これは、AWS サービ
スとの統合によって達成され、クライアントと保護されたサービス間の連続プロキシを維持するのでは
なく、接続状態を引き渡します。TCP SYN プロキシは、現在 Amazon CloudFront と Amazon Route 53
で利用できます。
• レートの分布 — これにより、保護されたリソースへのトラフィックの入力パターンに基づいて、ロケー
ションシェーパーの値を継続的に調整します。これにより、AWS ネットワークに均等に入らない可能性
のあるカスタマートラフィックのレート制限が防止されます。

AWS Shield CloudFront と Route 53 の緩和ロジック
Shield DDoS 緩和は、CloudFront と Route 53 のトラフィックを継続的に検査します。これらのサービス
は、Shield の DDoS 緩和能力への幅広いアクセスを提供し、エンドユーザーにより近いインフラストラク
チャからアプリケーションを提供する AWS エッジロケーションのグローバルに分散されたネットワーク
から動作します。
• CloudFront — Shield DDoS 緩和では、Web アプリケーションがサービスへのパススルーに有効なトラ
フィックのみを許可します。これにより、UDP リフレクション攻撃など、多くの一般的な DDoS ベクト
ルに対して自動的に保護されます。
CloudFront はアプリケーションオリジンへの永続的な接続を維持し、Shield TCP SYN プロキシ機能と
の統合によって TCP SYN フラッドが自動的に緩和され、Transport Layer Security (TLS) はエッジで終
了します。これらの機能を組み合わせることで、アプリケーションオリジンは整形式のウェブリクエス
トのみを受信し、下位層の DDoS 攻撃、接続フラッド、および TLS 不正使用から保護されます。
CloudFront は DNS トラフィック方向とエニーキャストルーティングの組み合わせを使用します。これ
らの手法は、ソースに近い攻撃を緩和し、障害を分離し、容量へのアクセスを確保して既知の最大の攻
撃を軽減することで、アプリケーションの復元力を向上させます。
• Route 53 — Shield 緩和では、有効な DNS リクエストのみがサービスに到達することを許可しま
す。Shield は、既知の正常なクエリに優先順位を付け、疑わしいまたは既知の DDoS 攻撃属性を含むク
エリの優先度を下げる、疑わしいスコアリングを使用して DNS クエリのフラッドを軽減します。
Route 53 は、シャッフルシャーディングを使用して、IPv4 と IPv6 の両方のホストゾーンに 4 つのリゾ
ルバー IP アドレスの一意のセットを提供します。各 IP アドレスは、Route 53 ロケーションの異なるサ
ブセットに対応します。各ロケーションサブセットは、他のサブセットのインフラストラクチャと部分
的にしか重複しない権限を持つ DNS サーバーで構成されます。これにより、何らかの理由でユーザー
クエリが失敗した場合、再試行時に正常に処理されるようになります。
Route 53 は、エニーキャストルーティングを使用して、ネットワークの近接度に基づいて DNS クエ
リを最も近いエッジロケーションに送信します。エニーキャストはまた、DDoS トラフィックを多くの
エッジロケーションにファンアウトし、攻撃が単一のロケーションに集中するのを防ぎます。
緩和の速度に加えて、CloudFront と Route 53 は Shield のグローバルに分散された容量への幅広いアク
セスを提供します。これらの機能を活用するには、これらのサービスを動的または静的ウェブアプリケー
ションのエントリーポイントとして使用します。
CloudFront と Route 53 を使用してウェブアプリケーションを保護する方法の詳細については、「How to
Help Protect Dynamic Web Applications Against DDoS Attacks by Using Amazon CloudFront and Amazon
Route 53」(Amazon CloudFront と Amazon Route 53 を使用して DDoS 攻撃から動的ウェブアプリケー
ションを保護する方法) を参照してください。Route 53 での障害分離の詳細については、「グローバル
フォールトアイソレーションのケーススタディ」を参照してください。

AWS リージョンの AWS Shield 緩和ロジック
AWS リージョンで起動されるリソースは、Shield リソースレベルの検出によって配置された AWS Shield
DDoS 緩和システムによって保護されます。リージョンリソースには、Elastic IP (EIP)、クラシックロー
ドバランサー、アプリケーションロードバランサーなどがあります。
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緩和を実施する前に、Shield はターゲットリソースとその容量を特定します。Shield は、キャパシティ
を使用して、緩和がリソースに転送できる最大合計トラフィックを決定します。アクセスコントロールリ
スト（ACL）および緩和策内のその他のシェーパによって、既知の DDoS 攻撃ベクトルに一致するトラ
フィックや、大量の受信が予想されないトラフィックなど、一部のトラフィックで許可されるボリューム
が減少する可能性があります。これにより、UDP リフレクション攻撃や TCP SYN フラグまたは FIN フラ
グを持つ TCP トラフィックに対して、緩和によって許可されるトラフィック量がさらに制限されます。
Shield は、リソースタイプごとにキャパシティを決定し、緩和を別々に配置します。
• Amazon EC2 インスタンス、または Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている EIP の場
合、Shield はインスタンスタイプおよびその他のインスタンス属性 (インスタンスで拡張ネットワーキ
ングが有効になっているかどうかなど) に基づいて容量を計算します。
• Application Load Balancer または Classic Load Balancer の場合、Shield はロードバランサーのター
ゲットノードごとに個別に容量を計算します。これらのリソースに対する DDoS 攻撃の緩和は、Shield
DDoS 緩和とロードバランサーによる自動スケーリングの組み合わせによって提供されます。Shield
Response Team (SRT) がApplication Load Balancer またはClassic Load Balancer のリソースに対する
攻撃に従事している場合、追加の保護対策としてスケーリングを加速する可能性があります。
• Shield は、基盤となる AWS インフラストラクチャの利用可能な容量に基づいて、一部の AWS リソー
スの容量を計算します。これらのリソースタイプには、Network Load Balancer (NLB) と、Gateway
Load Balancer または AWS Network Firewall を介してトラフィックをルーティングするリソースが含ま
れます。

Note
Shield Advanced で保護されている EIP をアタッチして、ネットワークロードバランサーを保護
します。SRT と連携して、基盤となるアプリケーションの予想されるトラフィックと容量に基づ
くカスタム緩和を構築できます。
Shield が緩和策を設定すると、Shield が緩和ロジックで定義した初期レート制限が、すべての Shield
DDoS 緩和システムに等しく適用されます。たとえば、Shield が 100,000 パケット/秒 (pps) の制限で緩和
を設定した場合、最初はすべてのロケーションで 100,000 pps を許可します。次に、Shield は継続的に緩
和メトリクスを集約してトラフィックの実際の比率を決定し、その比率を使用して各ロケーションのレー
ト制限を調整します。これにより、誤検出を防ぎ、緩和が過度に許容されないようにします。

AWS Global Accelerator標準アクセラレーターの AWS Shield 緩
和ロジック
Shield 緩和は、有効なトラフィックがグローバルアクセラレータの標準アクセラレータのリスナーエンド
ポイントに到達することのみを許可します。標準アクセラレータはグローバルに展開されており、任意の
AWS リージョンの AWS リソースにトラフィックをルーティングできるIPアドレスを提供します。Shield
が Global Accelerator への緩和に対して適用するレート制限は、標準アクセラレータがトラフィックを
ルーティングするリソースの容量に基づいています。Shield は、総トラフィックが決められたレートを超
えたとき、および既知の DDoS ベクトルに対してそのレートの割合を超えた場合に、緩和を実行します。
標準アクセラレータを設定するときは、アプリケーションのトラフィックをルーティングする AWS リー
ジョンごとにエンドポイントグループを定義します。Shield が緩和策を設定すると、各エンドポイント
グループの容量が計算され、それに応じて各 Shield DDoS 緩和システムのレート制限が更新されます。
レートは、トラフィックがインターネットから AWS リソースにどのようにルーティングされるかについ
て Shield が行った仮定に基づいて、場所ごとに異なります。エンドポイントグループのキャパシティは、
グループ内のリソースの数に、グループ内の任意のリソースの最小容量を乗じて計算されます。一定の間
隔で、Shield はアプリケーションの容量を再計算し、必要に応じてレート制限を更新します。

Note
トラフィックダイヤルを使用してエンドポイントグループに誘導されるトラフィックの割合を変
更しても、Shield DDoS 軽減システムに対してレート制限を計算または配布する方法は変わりま
せん。トラフィックダイヤルを使用する場合は、リソースタイプと数量について相互にミラーリ
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ングするようにエンドポイントグループを構成します。これにより、Shield によって計算された
キャパシティが、アプリケーションのトラフィックを処理しているリソースを代表するようにで
きます。
Global Accelerator のエンドポイントグループとトラフィックダイヤルの詳細については、「AWS Global
Accelerator 標準アクセラレーターのエンドポイントグループ」を参照してください。

Elastic IP の AWS Shield Advanced 緩和ロジック
AWS Shield Advanced で Elastic IP (EIP) を保護すると、Shield Advanced は DDoS イベント中にShield
が行う緩和を強化します。Shield Advanced DDoS 緩和システムは、EIP が関連付けられているパブリッ
クサブネットのネットワーク ACL (NACL) 設定を複製します。たとえば、NACL がすべての UDP トラ
フィックをブロックするように設定されている場合、Shield Advanced はそのルールを Shield が配置する
緩和にマージします。
この追加機能は、アプリケーションに対して有効ではないトラフィックによる可用性リスクを回避する
のに役立ちます。NACL を使用して、個々の送信元 IP アドレスまたは送信元 IP アドレス CIDR 範囲をブ
ロックすることもできます。これは、分散されていない DDoS 攻撃の緩和ツールとして役立ちます。ま
た、AWS エンジニアの介入に頼ることなく、独自の許可リストを簡単に管理したり、アプリケーションと
通信してはいけない IP アドレスをブロックしたりすることもできます。

ウェブアプリケーションの AWS Shield Advanced 緩和ロジック
AWS Shield Advanced は AWS WAF を使用して、ウェブアプリケーションレイヤー攻撃を軽減しま
す。AWS WAF は Shield Advanced に追加料金なしで付属しています。Amazon CloudFront ディストリ
ビューション、またはApplication Load Balancer を Shield Advanced で保護する場合、Shield Advanced
を使用して、保護されたリソースに AWS WAF ウェブ ACL を関連付けることができます (まだ関連付けら
れていない場合)。ウェブ ACL をまだ設定していない場合は、Shield Advanced コンソールウィザードを使
用して作成して、レートベースのルールを追加できます。レートベースのルールは、各 IP アドレスの 5 分
間の時間枠あたりの要求数を制限し、ウェブアプリケーション層のリクエストのフラッドに対する基本的
な保護を提供します。最低値は 100 からレートを設定できます。詳細については、「Shield Advanced ア
プリケーションレイヤーの AWS WAF ウェブ ACL とレートベースのルール (p. 478)」を参照してくださ
い。
保護を強化するには、Shield Advanced アプリケーションレイヤーの自動緩和を有効にします。このオ
プションでは、Shield Advanced は、保護されたリソースに対する攻撃を検出すると、アプリケーショ
ンへの通常のトラフィックから攻撃トラフィックを分離する攻撃シグネチャの特定を試みます。Shield
Advanced は、識別された攻撃シグネチャを攻撃対象のリソースおよび同じウェブ ACL に関連付けられて
いる他のリソースについての過去のトラフィックパターンに照らして評価します。
Shield Advanced は、攻撃シグネチャが DDoS 攻撃に関与するトラフィックのみを隔離すると判断した場
合、関連するウェブ ACL 内の AWS WAF ルールにシグネチャを実装します。Shield Advanced に、一致し
たトラフィックのみをカウントする、またはブロックする緩和を配置するように指示できます。この設定
はいつでも変更できます。Shield Advanced は、緩和ルールが不要になったと判断すると、そのルールを
ウェブ ACL から削除します。
詳細については、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してく
ださい。

基本的な DDoS に対する回復力が高いアーキテク
チャの例
DDoS レジリエンシーとは、正規ユーザーに引き続きサービスを提供しながら、Distributed Denial of
Service (DDoS) 攻撃に耐えるアプリケーションアーキテクチャの機能です。高い回復力を持つアプリケー
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ションは、エラーやレイテンシーなどのパフォーマンスメトリクスへの影響を最小限に抑えながら、攻撃
を受けている最中も引き続き利用可能な状態を維持できます。このセクションでは、いくつかの一般的な
アーキテクチャの例を示し、AWS および Shield Advanced によって提供される DDoS 検出および緩和機
能を使用して DDoS レジリエンシーを高める方法について説明します。
このセクションのアーキテクチャの例では、デプロイされたアプリケーションに DDoS レジリエンシー
の最大のメリットを提供する AWS のサービスに焦点を当てています。主なサービスには、次のようなメ
リットがあります。
• グローバルに分散されたネットワーク容量へのアクセス – Amazon CloudFront、AWS Global
Accelerator、および Amazon Route 53 のサービスは、AWS グローバルエッジネットワーク全体でイン
ターネットおよび DDoS 緩和機能へのアクセスを提供します。これは、大規模にテラビットに達する可
能性がある、比較的大きなボリューム攻撃を緩和するのに有益です。アプリケーションは任意の AWS
リージョンで実行でき、これらのサービスを利用して、正当なエンドユーザーのために可用性を保護
し、パフォーマンスを最適化できます。
• ウェブアプリケーションレイヤーの DDoS 攻撃のベクトルに対する保護 – ウェブアプリケーションレイ
ヤーの DDoS 攻撃は、アプリケーションのスケールとウェブアプリケーションファイアウォール (WAF)
の組み合わせを使用することによって最も効果的に緩和されます。Shield Advanced は、AWS WAF か
らのウェブリクエスト検査ログを使用して、自動的に、または AWS Shield Response Team (SRT) と
の連携によって緩和できる異常を検出します。自動緩和は、デプロイされた AWS WAF レートベースの
ルールと、Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を通じて利用できます。
これらの例を確認することに加えて、「AWS Best Practices for DDoS Resiliency」(DDoS レジリエンシー
に関するのベストプラクティス) で該当するベストプラクティスを確認し、それに従います。

一般的なウェブアプリケーションの DDoS レジリエン
シーの例
任意の AWS リージョンでウェブアプリケーションを構築し、AWS がそのリージョンで提供する検出およ
び緩和機能から DDoS 自動保護を受けることができます。
この例は、Classic Load Balancer、Application Load Balancer、Network Load Balancer、AWS
Marketplace ソリューション、または独自のプロキシレイヤーなどのリソースを使用して、エンドユー
ザーをウェブアプリケーションにルーティングするアーキテクチャ向けです。これらのウェブアプリケー
ションリソースとエンドユーザーの間に Amazon Route 53 ホストゾーン、Amazon CloudFront ディスト
リビューション、および AWS WAF ウェブ ACL を挿入することで、DDoS レジリエンシーを向上させる
ことができます。これらの挿入により、アプリケーションのオリジンが難読化され、エンドユーザーに
より近いリクエストを処理し、アプリケーションレイヤーのリクエストのフラッドを検出して緩和できま
す。CloudFront および Route 53 を使用してエンドユーザーに静的または動的コンテンツを提供するアプ
リケーションは、インフラストラクチャレイヤー攻撃をリアルタイムで緩和する、統合された完全インラ
イン DDoS 緩和システムによって保護されます。
これらのアーキテクチャの改善を実施することにより、Shield Advanced を使用して Route 53 ホストゾー
ンと CloudFront ディストリビューションを保護できます。CloudFront ディストリビューションを保護す
る場合、Shield Advanced は、AWS WAF ウェブ ACL を関連付けてレートベースのルールを作成し、オ
プションでアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和またはプロアクティブな関与を有効にするようユー
ザーに求めます。プロアクティブなエンゲージメントとアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和では、
リソースに関連付ける Route 53 ヘルスチェックを使用します。これらのオプションの詳細については、
「AWS Shield Advanced でのリソース保護 (p. 476)」を参照してください。
次の参照図は、ウェブアプリケーション用のこの DDoS 回復アーキテクチャを示しています。
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このアプローチがウェブアプリケーションに提供するメリットには、次のものがあります。
• 頻繁に使用されるインフラストラクチャレイヤー (レイヤー 3 およびレイヤー 4) の DDoS 攻撃に対す
る保護。検出の遅延はありません。さらに、リソースが頻繁にターゲットになっている場合、Shield
Advanced はより長期にわたって緩和策を実施します。また、Shield Advanced は、Network ACL
(NACL) から推測されるアプリケーションコンテキストを使用して、望ましくないトラフィックがさらに
アップストリームするのをブロックします。これにより、ソースにより近い障害を隔離でき、正当なエ
ンドユーザーへの影響が最小限に抑えられます。
• TCP SYN フラッドに対する保護。CloudFront および Route 53 と統合された DDoS 緩和システムは、
新しい接続試行にチャレンジを実施し、AWS Global Accelerator 正当なエンドユーザーのみを処理する
TCP SYN プロキシ機能を提供します。
• DNS アプリケーションレイヤー攻撃に対する保護 (Route 53 は権威 DNS レスポンスを処理する責任が
あるため)。
• ウェブアプリケーションレイヤーリクエストのフラッドに対する保護。AWS WAF ウェブ ACL で設定す
るレートベースのルールは、ルールで許可されているよりも多くのリクエストを送信しているときに、
ソース IP をブロックします。
• CloudFront ディストリビューションのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和機能 (このオプション
を有効にした場合)。Shield Advanced は、アプリケーションのヘルスに影響を及ぼすイベントを検出
すると、ディストリビューションに関連付けられた AWS WAF ウェブ ACL の緩和ルールを自動的に作
成、テスト、および管理します。
• Shield Response Team (SRT) とのプロアクティブなエンゲージメント (このオプションを有効にした場
合)。Shield Advanced がアプリケーションのヘルスに影響を与えるイベントを検出すると、SRT は、提
供された連絡先情報を使用して、お客様のセキュリティチームまたはオペレーションチームとプロアク
ティブに対応します。SRT はトラフィックのパターンを分析し、AWS WAF ルールを更新して攻撃をブ
ロックできます。
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TCP および UDP アプリケーションの DDoS レジリエ
ンシーの例
この例は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたは Elastic IP (EIP) アドレスを
使用する AWS リージョンの TCP および UDP アプリケーション向けの DDoS に対する回復力が高いアー
キテクチャを示しています。
この一般的な例に従って、次のアプリケーションタイプの DDoS レジリエンシーを改善できます。
• TCP または UDP アプリケーション。ゲーム、IoT、およびボイスオーバー IP に使用されるアプリケー
ションはその一例です。
• 静的 IP アドレスを必要とするウェブアプリケーション、または Amazon CloudFront がサポートしてい
ないプロトコルを使用するウェブアプリケーション。例えば、アプリケーションで、エンドユーザーが
ファイアウォール許可リストに追加でき、他の AWS のお客様が使用していない IP アドレスが必要な場
合があります。
Amazon Route 53 および AWS Global Accelerator を導入することで、これらのアプリケーションタイプの
DDoS レジリエンシーを改善できます。これらのサービスは、エンドユーザーをアプリケーションにルー
ティングでき、AWS グローバルエッジネットワークを介してルーティングされるエニーキャストである
静的 IP アドレスをアプリケーションに提供できます。Global Accelerator 標準アクセラレーターは、エン
ドユーザーのレイテンシーを最大 60% 改善できます。ウェブアプリケーションがある場合は、Application
Load Balancer でアプリケーションを実行し、AWS WAF ウェブ ACL で Application Load Balancer を保護
することで、ウェブアプリケーションレイヤーのリクエストフラッドを検出して緩和できます。
アプリケーションの構築後、Shield Advanced を使用して、Route 53 ホストゾーン、Global Accelerator 標
準アクセラレーター、および Application Load Balancer を保護します。Application Load Balancer を保護
する場合、AWS WAF ウェブ ACL を関連付けて、それらのレートベースのルールを作成できます。新規
または既存の Route 53 ヘルスチェックを関連付けることで、Global Accelerator 標準アクセラレーターと
Application Load Balancerの両方のために、SRT とのプロアクティブエンゲージメントを設定できます。
オプションの詳細については、「AWS Shield Advanced でのリソース保護 (p. 476)」を参照してくださ
い。
次の図は、TCP および UDP アプリケーションの DDoS に対する回復力が高いアーキテクチャの例を示し
ています。
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このアプローチがアプリケーションに提供するメリットには、次のものがあります。
• 最大の既知のインフラストラクチャレイヤー (レイヤー 3 およびレイヤー 4) の DDoS 攻撃に対する保
護。攻撃の量によって AWS から上流で輻輳が発生した場合、障害はそのソースの近くで分離され、正
当なエンドユーザーへの影響は最小限に抑えられます。
• DNS アプリケーションレイヤー攻撃に対する保護 (Route 53 は権威 DNS レスポンスを処理する責任が
あるため)。
• ウェブアプリケーションがある場合、このアプローチはウェブアプリケーションレイヤーのリクエスト
のフラッドに対する保護を提供します。AWS WAF ウェブ ACL で設定するレートベースのルールは、
ルールで許可されているよりも多くのリクエストを送信しているときに、ソース IP をブロックします。
• Shield Response Team (SRT) とのプロアクティブなエンゲージメント (対象リソースのためにこのオプ
ションを有効にした場合)。Shield Advanced がアプリケーションのヘルスに影響を与えるイベントを検
出すると、SRT は、提供された連絡先情報を使用して、お客様のセキュリティチームまたはオペレー
ションチームとプロアクティブに対応します。

Shield Advanced のユースケースの例
Shield Advanced を使用すると、さまざまなシナリオでリソースを保護できます。ただし、場合によって
は、他のサービスを使用するか、他のサービスと Shield Advanced を組み合わせて最高の保護を提供する
必要があります。以下に、Shield Advanced や他の AWS のサービスを使用してリソースを保護する方法の
例を示します。
目標

推奨するサービス

DDoS 攻撃からウェブアプリケー Amazon CloudFront ディスト
ションと RESTful API を保護す
リビューションと Application
る
Load Balancer を保護する Shield
Advanced
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開始方法

目標

推奨するサービス

関連サービスドキュメント

DDoS 攻撃から TCP ベースのア
プリケーションを保護する

AWS Global Accelerator 標準
AWS Global Accelerator ドキュ
アクセラレーターを保護する
メント、Elastic Load Balancing
Shield Advanced。Elastic IP アド のドキュメント
レスにアタッチされています
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例えば、Shield Advanced を使用して Elastic IP アドレスを保護する場合、Shield Advanced はそれに関連
付けられているすべてのリソースを保護します。攻撃を受けている最中に、Shield Advanced は、ネット
ワーク ACL を AWS ネットワークの境界に自動的にデプロイします。ネットワーク ACL がネットワーク
の境界にある場合、Shield Advanced はより大きな DDoS イベントに対する保護を提供できます。通常、
ネットワーク ACL は Amazon VPC 内の Amazon EC2 インスタンスの近くで適用されます。ネットワーク
ACL は、Amazon VPC とインスタンスが処理できるだけの大きさの攻撃を緩和できます。Amazon EC2
インスタンスにアタッチされたネットワークインターフェイスが最大 10 Gbps を処理できる場合、10
Gbps を超えるボリュームは遅くなり、そのインスタンスへのトラフィックがブロックされる可能性があ
ります。攻撃を受けている最中に、Shield Advanced はネットワーク ACL を AWS 境界に昇格させ、数テ
ラバイトのトラフィックを処理できます。ネットワーク ACL は、典型的なネットワークの容量を超えてリ
ソースを十分に保護することができます。ネットワーク ACL の詳細については、「ネットワーク ACL」
を参照してください。

AWS Shield Advanced の開始方法
このチュートリアルでは、AWS Shield Advanced の開始方法を示します。Shield Advanced では、ネット
ワークレイヤー (レイヤー 3)、トランスポートレイヤー (レイヤー 4)、およびアプリケーションレイヤー
(レイヤー 7) 攻撃に対して、高度な DDoS 検出、緩和、保護が可能です。

Note
Distributed Denial of Service (DDoS) イベントが発生する前に Shield Advanced の設定を完了する
ことが重要です。次のステップを実行して、アプリケーションが保護され、アプリケーションが
DDoS 攻撃の影響を受けた場合に対応する準備ができているようにします。
最良の結果を得るには、次のステップを順番に実行します。
トピック
• AWS Shield Advanced へのサブスクライブ (p. 467)
• リソースを追加して、保護したり、保護を設定したりする (p. 469)
• (オプション) AWS SRT サポートを設定する (p. 472)
• CloudWatch で DDoS ダッシュボードを作成し、CloudWatch アラームを設定する (p. 472)

AWS Shield Advanced へのサブスクライブ
保護する各 AWS アカウント について Shield Advanced にサブスクライブする必要があります。

Note
AWS Organizations 組織のメンバーであるアカウントの場合、Shield Advanced サブスクリプ
ションの料金は、支払者アカウント自体がサブスクライブされているかどうかにかかわらず、組
織の支払者アカウントに対して請求されます。

467

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
Shield Advanced をサブスクライブする

複数のアカウントをサブスクライブするには、次のいずれかを実行します。
• 可能であれば AWS Firewall Manager を使用してください。Firewall Manager は Amazon Route 53 また
は AWS Global Accelerator をサポートしていませんが、Shield Advanced が保護する他のリソースタイ
プをサポートしています。Firewall Manager の詳細については、「AWS Firewall ManagerAWS Shield
Advanced ポリシーを使用した開始方法 (p. 360)」を参照してください。
• Firewall Manager を使用できない場合、アカウントごとにコンソールにログインし、次の手順の説明の
とおりにサブスクライブします。

AWS Shield Advanced にサブスクライブするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションバーで、[Getting started] (はじめに) を選択します。[Subscribe to Shield
Advanced] (Shield Advanced をサブスクライブ) を選択します。

3.

[Subscribe to Shield Advanced] (Shield Advanced をサブスクライブ) ページで、契約の各条件を読
み、条件を承諾する意思を表示するために、すべてのチェックボックスを選択します。

Important
[Subscribe to Shield Advanced] (Shield Advanced をサブスクライブ) を選択すると、Shield
Advanced にサブスクライブし、サービスをアクティブ化することになります。サブスクリ
プションを解除するには、AWS Support に連絡する必要があります。
[Subscribe to Shield Advanced] (Shield Advanced をサブスクライブ) を選択します。

Note
Shield Advanced は、リソースを自動的に保護しません。Shield Advanced または Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーで指定したリソースのみが保護されます。
Shield Advanced のサブスクライブ後、Shield Advanced で保護するリソースを指定する必要があります。
これは、次のステップで、または初期設定後に、「AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追
加 (p. 493)」の手順を使用して実行できます。

複数のアカウントでの AWS Shield Advanced の使用
保護する各 AWS アカウント について Shield Advanced にサブスクライブする必要があります。複数の
アカウントをサブスクライブするには、可能であれば、AWS Firewall Manager を使用することをお勧め
します。Firewall Manager は Amazon Route 53 または AWS Global Accelerator をサポートしていません
が、他のリソースタイプはサポートしています。詳細については、「AWS Firewall ManagerAWS Shield
Advanced ポリシーを使用した開始方法 (p. 360)」を参照してください。あるいは、各アカウントについ
て、コンソールにログインし、前述の手順 AWS Shield Advanced へのサブスクライブ (p. 467) に従いま
す。
同じ一括請求 (コンソリデーティッドビリング) アカウントファミリーに属する複数のアカウントをサブス
クライブする場合、月額サブスクリプション料金はそれらすべてのアカウントに対するものです。個別の
アカウントで余分なサブスクリプション料金は発生しません。アカウント内のすべての AWS アカウント
およびリソースを所有している必要があります。

Note
AWS チャネルリセラーはメンバーアカウントごとに、個別の月額料金を支払います。AWSAWS
Shield Advanced を複数のメンバーアカウントの顧客に再販するチャネルリセラーは、追加の請
求についてお問い合わせください。このような AWS チャネルリセラーに関しては、AWS には
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AWS Shield Advanced の月額料金を変更する権利があります。詳細については、「AWS Shield
Advanced の料金」を参照してください。
Shield Advanced を初めてアカウントからサブスクライブすると、料金確認が表示されます。別のアカウ
ントを使用してサブスクライブするたびに、料金契約がコンソールで表示されます。本契約は、一括請求
(コンソリデーティッドビリング) ファミリー内のサブスクライブされているすべてのアカウントを対象と
しますが、アカウントごとに契約内容に同意する必要があります。

リソースを追加して、保護したり、保護を設定したり
する
AWS Shield Advanced にサブスクライブした後、AWS Shield Advanced へのサブスクライブ (p. 467) で
説明されているように、保護するリソースを指定します。
Shield Advanced 保護のために AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを使用している場合
は、このステップを実行する必要はありません。保護するリソースは Firewall Manager ポリシーで指定
し、Firewall Manager はポリシー設定に従ってリソース保護の追加を管理します。
Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを使用していない場合は、AWS リソースへの AWS Shield
Advanced 保護の追加 (p. 493) の手順を使用して、ここで、または初期設定の後に、リソースを追加でき
ます。

Note
Shield Advanced は、リソースを自動的に保護しません。Shield Advanced または Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーで指定したリソースのみが保護されます。

Shield Advanced を使用して保護するリソースを選択するには
1.

開始点に応じて、次のいずれかを実行します。
• 手順 AWS Shield Advanced へのサブスクライブ (p. 467) の最後にあるサブスクリプション確認
ページから、[Add resources to protect] (保護するリソースの追加) を選択します。
• AWS Shield ナビゲーションバーで、[Protected Resources] (保護されたリソース) を選択してか
ら、[Add resources to protect] (保護するリソースを追加) を選択します。

2.

[Choose resources to protect with Shield Advanced] (Shield Advanced で保護するリソースの選択)
ページで、次の操作を実行します。
a.

リソースが存在しているリージョンを選択するか、複数のリージョンのリソースを保護する場合
は、[All Regions] (すべてのリージョン) を選択します。

b.

保護するリソースタイプを選択します。
リソースタイプの保護の詳細については、「リソースタイプ別の AWS Shield Advanced 保
護 (p. 477)」を参照してください。

c.

[Load resources] (リソースをロード) を選択します。

Shield Advanced は、[Select Resources] (リソースの選択) セクションに条件に一致する AWS リソー
スを入力します。
3.

[Select Resources] (リソースの選択) セクションで、保護するリソースを選択します。

4.

作成しようとしている Shield Advanced 保護にタグを追加する場合は、[Tags] (タグ) セクションでそ
れらを指定します。AWS リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照して
ください。

5.

[Protect with Shield Advanced] (Shield Advanced で保護) を選択します。これを選択すると、Shield
Advanced 保護がリソースに追加されます。コンソールウィザードが提供する追加の画面に進み、ヘ
ルスチェックやアラーム通知などのオプションを使用して保護をさらに設定します。
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アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) DDoS 保護を設定する
Shield Advanced 保護では、各アプリケーションレイヤーリソースについて、ウェブ ACL をレートベース
のルールに関連付ける必要があります。Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和機能
をオプションで有効にすることもできます。

Important
Shield Advanced ポリシーを使用して AWS Firewall Manager を通じて Shield Advanced 保護
を管理する場合、ここでアプリケーションレイヤー保護を管理することはできません。Firewall
Manager Shield Advanced ポリシーで管理する必要があります。

リージョン用にレイヤー 7 DDoS 保護を設定するには
Shield Advanced では、選択したリソースが配置されている各リージョンについて、レイヤー 7 DDoS 緩
和策を設定するオプションを使用できます。それぞれに対して次の手順を実行します。

Note
リソースは、一度に 1 つのウェブ ACL にのみ関連付けることができます。リソースのウェブ
ACL を変更する場合は、現在のウェブ ACL の関連付けを削除し、新しいウェブ ACL を関連
付けます。詳細については、「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解
除 (p. 23)」を参照してください。
1.

[Configure layer 7 DDoS protections] (レイヤー 7 DDoS 保護を設定) ページで、ウェブ ACL に関連付
けられていない各リソースについて、既存のウェブ ACL を選択するか、新しいウェブ ACL を作成し
ます。
レートベースのルールを持たないウェブ ACL については、Shield Advanced の設定ウィザードで新し
いルールを作成するよう求められます。[Add rate limit rule] (レート制限ルールを追加) を選択し、レー
ト制限とルールアクションを指定して、レートベースのルールをウェブ ACL に追加します。
Shield Advanced 保護でのウェブ ACL およびレートベースのルールの使用方法については、「Shield
Advanced アプリケーションレイヤーの AWS WAF ウェブ ACL とレートベースのルール (p. 478)」
を参照してください。

2.

[Automatic application layer DDoS mitigation] (アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和) で
は、Shield Advanced がアプリケーションレイヤーリソースに対する DDoS 攻撃を自動的に緩和する
ようにするには、[Enable] (有効化) を選択してから、Shield Advanced がカスタムルールで使用する
AWS WAF ルールアクションを選択します。この設定は、管理しているリソースのすべてのウェブ
ACL に適用されます。
自動アプリケーションレイヤーの DDoS 緩和機能では、Shield Advanced は、現在のトラフィック
パターンと過去のトラフィックベースラインを比較して、DDoS 攻撃を示している可能性のある逸脱
を検出します。リソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和が有効になっている場
合、Shield Advanced が DDoS 攻撃を検出すると、攻撃に対応するカスタム AWS WAF ルールを作
成、評価、およびデプロイすることで対応します。これらのカスタムルールが、ユーザーに代わって
攻撃に対してカウントまたはブロックするかどうかを指定します。Shield Advanced アプリケーショ
ンレイヤー DDoS 自動緩和の詳細については、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS
自動緩和 (p. 479)」を参照してください。

Note
アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、AWS WAF (v2)の最新バージョンを使用して
作成されたウェブ ACL でのみ機能します。AWS WAF Classic ウェブ ACL では自動緩和を使
用できません。
3.

[Next] (次へ) を選択します。コンソールウィザードは、ヘルスベースの検出のページに進みます。
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保護のためのヘルスベースの検出を設定する
ヘルスベースの検出を使用するように Shield Advanced を設定することで、攻撃の検出と緩和策の応答性
と精度を改善できます。このオプションは、Route 53 ホストゾーンを除くすべてのリソースタイプで使用
できます。
ヘルスベースの検出を設定するには、Route 53 でリソースのヘルスチェックを定義し、それを Shield
Advanced 保護と関連付けます。Shield Advanced でヘルスチェックを使用するためのガイダンスについて
は、「ヘルスチェックを使用したヘルスベースの検出の設定 (p. 485)」を参照してください。
Shield Response Team (SRT) のプロアクティブなエンゲージメントサポートには、ヘルスチェックが必要
です。プロアクティブなエンゲージメントの詳細については、「プロアクティブな関与の設定 (p. 474)」
を参照してください。

Note
ヘルスチェックを Shield Advanced 保護に関連付ける場合、正常であることが報告されている必
要があります。

ヘルスベースの検出を設定するには
1.

[Associated Health Check] (ヘルスチェックを関連付ける) で、保護に関連付けるヘルスチェックの ID
を選択します。

Note
必要なヘルスチェックが表示されない場合は、Route 53 コンソールに移動して、ヘルス
チェックとその ID を検証します。詳細については、「ヘルスチェックの作成と更新」を参照
してください。
2.

[Next] (次へ) を選択します。コンソールウィザードは、アラームと通知のページに進みます。

アラームと通知を作成する
検出された Amazon CloudWatch アラームとレートベースのルールアクティビティについて、Amazon
Simple Notification Service 通知を設定できます。使用可能な CloudWatch メトリクスの詳細については、
「the section called “メトリクス” (p. 503)」を参照してください。Amazon SNS の詳細については、
「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」を参照してください。

アラームと通知を設定するには
1.

通知の対象となる Amazon SNS トピックを選択します。すべての保護されたリソースとレートベース
のルールに 1 つの Amazon SNS トピックを使用することも、異なるトピックを選択することもでき
ます。

2.

[Next] (次へ) を選択します。コンソールウィザードは、レビューの終了のページに進みます。

保護設定を確認および設定する
設定を確認および構成するには
1.

[Review and configure DDoS mitigation and visibility] (DDoS の緩和と可視性を確認および設定) ペー
ジで、設定を確認します。変更するには、変更する部分で [Edit] (編集) を選択します。これにより、
コンソールウィザードの関連するページに戻ります。変更を加えた後、[Review and configure DDoS
mitigation and visibility] (DDoS の緩和と可視性を確認および設定) ページに戻るまで、後続のページで
[Next] (次へ) を選択します。
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2.

[Finish configuration] (設定を終了) を選択します。

[Protected resources] (保護されたリソース) ページには、新しく保護されたリソースが一覧表示されま
す。

(オプション) AWS SRT サポートを設定する
Shield Response Team (SRT) は、DDoS 攻撃を受けている最中のサポートを提供し、攻撃を検出したとき
にプロアクティブに関与するなど、Shield Advanced のお客様に追加のサポートを提供します。

Note
Shield Response Team (SRT) のサービスを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエン
タープライズサポートプランをサブスクライブする必要があります。
詳細と手順については、「Shield Response Team (SRT) のサポート (p. 472)」を参照してください。

CloudWatch で DDoS ダッシュボードを作成
し、CloudWatch アラームを設定する
CloudWatch を使用して潜在的な DDoS アクティビティをモニタリングすることで、Shield Advanced か
ら未加工データを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスとして加工できます。Amazon
CloudWatch の統計を使用して、ウェブアプリケーションやサービスの動作状況を把握できます。詳細に
ついては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch とは」を参照してください。
CloudWatch ダッシュボードを作成する手順については、「Amazon CloudWatch によるモニタリン
グ (p. 528)」を参照してください。ダッシュボードに追加できる特定の Shield Advanced メトリクスの詳
細については、「AWS Shield Advanced のメトリクスおよびアラーム (p. 532)」を参照してください。
Shield Advanced の設定が完了したら、DDoS イベントの可視性 (p. 498) および DDoS イベントへの対
応 (p. 506) でイベントを表示して対応するためのオプションをよく理解します。

Shield Response Team (SRT) のサポート
Shield Response Team (SRT) は、Shield Advanced のお客様に追加のサポートを提供します。SRT は
DDoS イベントへの対応を専門とするセキュリティエンジニアの集団です。AWS Support プランに対する
サポートの追加レイヤーとして、SRT と直接やり取りして、イベント対応ワークフローの一環として SRT
の専門知識を活用できます。オプションの詳細および設定ガイダンスについては、次のトピックを参照し
てください。

Note
Shield Response Team (SRT) のサービスを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエン
タープライズサポートプランをサブスクライブする必要があります。
SRT のサポートアクティビティ
SRT との連携の主な目標は、アプリケーションの可用性とパフォーマンスを保護することです。DDoS イ
ベントのタイプとアプリケーションのアーキテクチャに応じて、SRT は次のいずれかまたは複数のアク
ションを実行することがあります。
• AWS WAFログ分析とルール— AWS WAF ウェブ ACL を使用するリソースの場合、SRT はAWS WAF
アプリケーションウェブリクエストにおける攻撃の特性を特定するためのログを解析することができま
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す。エンゲージメント中に承認を得た場合、SRT はウェブ ACL に変更を適用して、特定された攻撃を
ブロックできます。
• カスタムネットワーク緩和策の構築 – SRT は、インフラストラクチャレイヤーの攻撃に対して、お客様
のためにカスタム緩和策を作成できます。SRT はユーザーと連携して、アプリケーションについて想定
されるトラフィックを理解し、予期しないトラフィックをブロックし、パケット/秒のレート制限を最適
化できます。詳細については、「Shield Response Team (SRT) によるカスタム緩和の設定 (p. 476)」
を参照してください。
• ネットワークトラフィックエンジニアリング – SRT は、AWS ネットワークチームと緊密に連携し
て、Shield Advanced のお客様を保護します。必要に応じて、AWS は、アプリケーションに緩和のため
のより多くの容量を割り当てるために、インターネットトラフィックが AWS ネットワークに到達する
方法を変更できます。
• アーキテクチャ上の推奨事項 – SRT は、攻撃を最も効果的に緩和するために、AWS ベストプラクティ
スとの整合性を高めるためのアーキテクチャの変更が必要であると判断する場合があり、これらのプ
ラクティスの実装をサポートします。情報については、「AWS Best Practices for DDoS Resiliency」
(DDoS 回復力の AWS ベストプラクティス) を参照してください。
トピック
• Shield Response Team (SRT) のためのアクセス権の設定 (p. 473)
• プロアクティブな関与の設定 (p. 474)
• Shield Response Team (SRT) への問い合わせ (p. 475)
• Shield Response Team (SRT) によるカスタム緩和の設定 (p. 476)

Shield Response Team (SRT) のためのアクセス権の
設定
お客様は、お客様に代わって行動するための許可を Shield Response Team (SRT) に付与できます。許
可の付与を受けた SRT は、保護を管理するために、AWS WAF ログにアクセスしたり、AWS Shield
Advanced および AWS WAF API を呼び出したりします。API アクセスを使用すると、SRT のエンジニア
は、アプリケーションレイヤーの DDoS 攻撃を緩和するために使用される AWS WAF ルールを直接管理
できます。さらに、Application Load Balancer、Amazon CloudFront、またはサードパーティーのソースか
らのパケットキャプチャやログなど、Amazon S3 バケットに保存されている他のデータへのアクセス権を
SRT に付与することもできます。

Note
Shield Response Team (SRT) のサービスを使用するには、ビジネスサポートプランまたはエン
タープライズサポートプランをサブスクライブする必要があります。

SRT の許可を管理するには
1.
2.

AWS Shield コンソールの [Overview] (概要) ページの [Configure AWS SRT support] (SRT サポートを
設定) で、[Edit SRT access] (SRT アクセスを編集) を選択します。[Edit AWS Shield Response Team
(SRT) access] ( Shield Response Team (SRT) のアクセスを編集) ページが開きます。
SRT アクセス設定には、次のいずれかのオプションを選択します。
• アカウントへのアクセス権を SRT に付与しない – Shield は、アカウントとリソースにアクセスす
るために以前に SRT に付与したすべての許可を削除します。
• SRT がアカウントにアクセスするための新しいロールを作成する – Shield はロールを作成し、使用
できるように自動的に設定します。このロールにより、SRT は、SRT を表すサービスプリンシパル
drt.shield.amazonaws.com を使用して AWS Shield Advanced および AWS WAF リソースにア
クセスできます。
• SRT がアカウントにアクセスできるように既存のロールを選択する – このオプションでは、AWS
Identity and Access Management (IAM) のロールの設定を次のように変更する必要があります。
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• マネージドポリシー AWSShieldDRTAccessPolicy をロールにアタッチします。このマネー
ジドポリシーにより、SRT はユーザーに代わって AWS Shield Advanced および AWS WAF API
コールを実行し、AWS WAF ログにアクセスできます。マネージドポリシーをロールにアタッチ
する方法の詳細については、「Attaching and Detaching IAM Policies」(IAM ポリシーのアタッチ
とデタッチ) を参照してください。
• サービスプリンシパル drt.shield.amazonaws.com を信頼するようにロールを変更します。
これは、SRT を表すサービスプリンシパルです。詳細については、「IAM JSON ポリシーエレメ
ント: プリンシパル」を参照してください。
3.

AWS WAF ウェブ ACL ログにないデータを共有する必要がある場合、(Optional): Grant SRT access
to an Amazon S3 bucket ((オプション): Amazon S3 バケットへのアクセス権を SRT に付与) で、ア
クセス権を設定します。Application Load Balancer アクセスログ、Amazon CloudFront ログ、または
サードパーティーのソースからのログはその一例です。

Note
AWS WAF ウェブ ACL ログについてこれを実行する必要はありません。SRT は、アカウン
トへのアクセス権が付与されると、それらにアクセスできるようになります。
a.

次のガイドラインに従って Amazon S3 バケットを設定します。
• バケットの場所は、前のステップの「AWS Shield Response Team (SRT) アクセス」のため
に、SRT に一般アクセス権を付与したのと同じ AWS アカウント にある必要があります。
• バケットは、プレーンテキストまたは SSE-S3 暗号化のいずれかです。Amazon S3 SSE-S3
暗号化の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「Amazon S3 が管理する暗号化
キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) を使用したデータの保護」を参照してください。
SRT は、AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存されたキーで暗号化されたバケッ
トに保存されたログを表示または処理できません。

b.

[(Optional): Grant SRT access to an Amazon S3 bucket] ((オプション): Amazon S3 バケットへの
アクセス権を SRT に付与) セクションで、データまたはログが保存されている各 Amazon S3 バ
ケットについてバケットの名前を入力し、[Add Bucket] (バケットを追加) を選択します。バケッ
トは最大 10 個まで追加できます。
これにより、SRT に各バケットに対する次の s3:GetBucketLocation、s3:GetObject、お
よび s3:ListBucket 許可が付与されます。
10 個を超えるバケットにアクセスする許可を SRT に付与する場合は、追加のバケットポリシー
を編集し、SRT についてここにリストされている許可を手動で付与することで、これを実行でき
ます。

4.

[Save] (保存) を選択して変更を保存します。

SRT は、アプリケーションレイヤーのイベント中に AWS WAF リクエストデータとログをモニタリングし
て、異常なトラフィックを特定できます。また、問題のあるトラフィックソースを緩和するためのカスタ
ム AWS WAF ルールの作成もサポートできます。

プロアクティブな関与の設定
プロアクティブなエンゲージメントにより、攻撃の可能性があるためにアプリケーションの可用性または
パフォーマンスが影響を受ける場合は、Shield Response Team (SRT) から直接連絡します。このエンゲー
ジメントモデルでは、SRT による最も迅速な対応が提供され、SRT がお客様と連絡を取り合う前であって
もトラブルシューティングを開始できるため、推奨されています。
プロアクティブな関与は、Elastic IP アドレスと AWS Global Accelerator 標準アクセラレーターでのネッ
トワークレイヤーイベントおよびトランスポートレイヤーイベント、および Amazon CloudFront ディ
ストリビューションおよび Application Load Balancer のウェブリクエストフラッドに対して利用できま
す。プロアクティブエンゲージメントは、Amazon Route 53 ヘルスチェックが関連付けられている Shield
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Advanced リソース保護でのみ利用できます。ヘルスチェックの管理と使用の詳細については、「ヘルス
チェックを使用したヘルスベースの検出の設定 (p. 485)」を参照してください。
Shield Advanced によって検出されたイベント中、SRT はヘルスチェックの状態を使用して、イベント
がプロアクティブなエンゲージメントの対象となるかどうかを判断します。その場合は、プロアクティブ
なエンゲージメント設定で提供するお問い合わせガイダンスに従って、SRT から 15 分以内にご連絡しま
す。
プロアクティブな関与のために最大 10 件の連絡先を設定でき、SRT がお客様に連絡する際に参考となる
メモを入力できます。24 時間年中無休のオペレーションセンターで提供するように、プロアクティブなエ
ンゲージメントの担当者は、連絡から 15 分以内に SRT とやり取りできる状態になっている必要がありま
す。24 時間年中無休のオペレーションセンターがない場合は、ポケットベルの連絡先を提供し、連絡先メ
モにこの連絡先設定を記載できます。
プロアクティブなエンゲージメントのために、次を実行する必要があります。
• ビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプランに加入している必要があります。
• Amazon Route 53 ヘルスチェックは、プロアクティブなエンゲージメントで保護するリソースに関連
付ける必要があります。SRT は、イベントにプロアクティブなエンゲージメントが必要かどうかを判断
するのをサポートするために、ヘルスチェックのステータスを使用します。したがって、ヘルスチェッ
クが保護されたリソースの状態を正確に反映していることが重要です。詳細とガイダンスについては、
「ヘルスチェックを使用したヘルスベースの検出の設定 (p. 485)」を参照してください。
• AWS WAF ウェブ ACL が関連付けられているリソースには、AWS WAF の最新バージョンである AWS
WAF (v2) を使用してウェブ ACL を作成する必要があります。
• イベント中、プロアクティブなエンゲージメントのために、SRT による使用を目的として、少なくとも
1 名の連絡先を提供する必要があります。連絡先情報を完全かつ最新の状態に保ちます。

SRT のプロアクティブな関与を有効にするには
1.

AWS Shield コンソールの [Overview] (概要) ページの [Proactive engagement and contacts] (プロアク
ティブな関与と連絡先) の連絡先を入力する場所で、[Edit] (編集) を選択します。
[Edit contacts] (連絡先を編集) ページで、SRT がプロアクティブな関与のために連絡する担当者の連
絡先情報を入力します。
複数の連絡先を提供する場合は、[Notes] (備考) に、各連絡先を使用する必要がある状況を記載してく
ださい。プライマリおよびセカンダリの連絡先指定を含めて、各連絡先の空き時間およびタイムゾー
ンを指定します。
問い合わせメモの例:
• これは、24 時間年中無休でスタッフが対応するホットラインです。応答するアナリストにご協力く
ださい。この担当者は、適切な担当者を呼び出します。
• 5 分以内にホットラインが応答しない場合は、私までお問い合わせください。

2.

[Save] (保存) を選択します。
[Overview] (概要) ページには、更新された連絡先情報が反映されます。

3.

[Edit proactive engagement feature] (プロアクティブな関与機能を編集) を選択し、[Enable] (有効化)
を選択してから、[Save] (保存) を選択します。

Shield Response Team (SRT) への問い合わせ
次のいずれかの方法で Shield Response Team (SRT) に連絡できます。
• サポートケース – AWS Support Center の AWS Shield でケースを開くことができます。状況に適した重
要度を選択し、連絡先の詳細を入力します。説明では、可能な限り詳細に入力します。影響を受ける可
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能性があると思われる保護されたリソースと、エンドユーザーエクスペリエンスの現在の状態に関する
情報を入力してください。例えば、ユーザーエクスペリエンスが低下したり、アプリケーションの一部
が現在利用できない場合は、その情報を提供してください。
アプリケーションの可用性またはパフォーマンスが DDoS 攻撃の可能性がある現象によって現在影響を
受けている場合は、次の重要度と連絡先のオプションを選択します。
• 重要度については、サポートプランで使用可能な最も高い重要度を選択します。
• ビジネスサポートの場合、これは [Production system down: < 1 hour] (本番稼働用システムのダウ
ン: 1 時間未満) です。
• エンタープライズサポートの場合、これは [Business-critical system down: < 15 minutes] (ビジネス
クリティカルなシステムのダウン: 15 分未満) です。
• 連絡先オプションについては、[Phone] (電話) または [Chat] (チャット) のいずれかを選択し、詳細を
入力してください。ライブのお問い合わせ方法を使用すると、最速で応答が得られます。
• プロアクティブな関与 – AWS Shield Advanced のプロアクティブな関与では、保護されたリソースに
関連付けられた Amazon Route 53 ヘルスチェックが検出されたイベントの発生中に異常になった場
合、SRT から直接連絡があります。このオプションの詳細については、「プロアクティブな関与の設
定 (p. 474)」を参照してください。

Shield Response Team (SRT) によるカスタム緩和の
設定
Elastic IP (EIP) と AWS Global Accelerator 標準アクセタレーターに、Shield Response Team (SRT) と協
力して、カスタム緩和策を設定できます。これは、緩和の導入時に適用すべき特定のロジックがわかって
いる場合に便利です。例えば、特定の国からのトラフィックのみを許可する、特定のレート制限を適用す
る、オプションの検証を設定する、フラグメントを許可しない、パケットペイロードの特定のパターンに
一致するトラフィックのみを許可する、などの設定が可能です。
一般的なカスタム緩和の例には、次のようなものがあります。
• パターンが一致 - クライアントサイドアプリケーションとやり取りするサービスを運用する場合、それ
らのアプリケーションに固有の既知のパターンを照合するように選択できます。例えば、お客様が配布
する特定のソフトウェアをエンドユーザーがインストールする必要があるゲームまたは通信サービスを
運用する場合があります。アプリケーションがサービスに送信するすべてのパケットに「マジックナン
バー」を含めることができます。フラグメント化されていない TCP または UDP パケットペイロードお
よびヘッダーを最大 128 バイト（個別または連続）まで照合できます。一致は、パケットペイロードの
先頭からの特定のオフセット、または既知の値に続くダイナミックオフセットとして 16 進表記で表す
ことができます。たとえば、緩和はバイト 0x01 を探すことができ、次の 4 バイトとして 0x12345678
が予測されます。
• DNS 固有 — グローバルアクセラレータや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) などのサービ
スを使用して独自の権威ある DNS サービスを運用する場合、パケットが有効な DNS クエリであること
を確認し、DNS トラフィックに固有の特定の属性を評価する疑惑スコアリングを適用するパケットを検
証するカスタム緩和をリクエストできます。
SRT でのカスタム緩和策の構築に関する問い合わせは、AWS Shield でサポートケースを作成しま
す。AWS Support のケースの作成に関する詳細については、「AWS Support の開始方法」を参照してく
ださい。

AWS Shield Advanced でのリソース保護
リソースの AWS Shield Advanced 保護を追加および設定できます。1 つのリソースのための保護を管理
でき、保護されたリソースを論理コレクションにグループ化して、イベント管理を改善できます。AWS
Config を使用して、Shield Advanced 保護に対する変更を追跡することもできます。
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トピック
• リソースタイプ別の AWS Shield Advanced 保護 (p. 477)
• AWS Shield Advanced アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) 保護 (p. 478)
• ヘルスチェックを使用したヘルスベースの検出の設定 (p. 485)
• AWS Shield Advanced でのリソース保護の管理 (p. 492)
• AWS Shield Advanced 保護グループ (p. 496)
• AWS Config でのリソース保護の変更の追跡 (p. 498)

リソースタイプ別の AWS Shield Advanced 保護
Shield Advanced は、ネットワークレイヤーとトランスポートレイヤー (レイヤー 3 と 4)、およびアプリ
ケーションレイヤー (レイヤー 7) の AWS リソースを保護します。一部のリソースを直接保護し、他のリ
ソースを保護されたリソースとの関連付けを通じて保護することができます。このセクションは、各リ
ソースタイプの Shield Advanced 保護に関する情報を提供します。

Note
Shield Advanced は、Shield Advanced で、または AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリ
シーを通じて指定したリソースのみを保護します。リソースは自動的に保護されません。
Shield Advanced を使用すると、次のリソースタイプで高度なモニタリングと保護を行うことができま
す。
• Amazon CloudFront ディストリビューション。
• Amazon Route 53 ホストゾーン。
• AWS Global Accelerator 標準アクセラレーター。
• Amazon EC2 Elastic IP アドレス。Shield Advanced は、保護された Elastic IP アドレスに関連付けられ
ているリソースを保護します。
• Amazon EC2 インスタンス (Amazon EC2 Elastic IP アドレスへの関連付け経由)
• 次の Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサー:
• Application Load Balancer。
• Classic Load Balancer。
• Network Load Balancer (Amazon EC2 Elastic IP アドレスへの関連付け経由)。
Shield Advanced を使用して他のリソースタイプを保護することはできません。例えば、AWS Global
Accelerator カスタムルーティングアクセラレータや Gateway Load Balancer を保護することはできませ
ん。
AWS アカウント あたり各リソースタイプについて最大 1,000 のリソースをモニタリングおよび保
護できます。例えば、1 つのアカウントで、1,000 の Amazon EC2 Elastic IP アドレス、1,000 の
CloudFront ディストリビューション、および 1,000 の Application Load Balancer を保護できます。https://
console.aws.amazon.com/servicequotas/ の Service Quotas コンソールで、Shield Advanced で保護でき
るリソースの数の増加をリクエストできます。
Shield Advanced を使用した Amazon EC2 インスタンスおよび Network Load Balancer の保護
Amazon EC2 インスタンスおよび Network Load Balancer を保護するには、まずこれらのリソースを
Elastic IP アドレスにアタッチし、次に Shield Advanced で Elastic IP アドレスを保護します。
Elastic IP アドレスを保護すると、Shield Advanced は、それらがアタッチされているリソースを識別して
保護します。Shield Advanced は、Elastic IP アドレスにアタッチされているリソースのタイプを自動的に
識別し、そのリソースのために適切な検出および緩和策を適用します。これには、その Elastic IP アドレ
スに固有のネットワーク ACL を設定することが含まれます。AWS リソースでの Elastic IP アドレスの使
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用の詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメントまたは Elastic Load Balancing のド
キュメントのガイドを参照してください。
攻撃を受けている最中に、Shield Advanced は、ネットワーク ACL を AWS ネットワークの境界に自動的
にデプロイします。ネットワーク ACL がネットワークの境界にある場合、Shield Advanced はより大き
な DDoS イベントに対する保護を提供できます。通常、ネットワーク ACL は Amazon VPC 内の Amazon
EC2 インスタンスの近くで適用されます。ネットワーク ACL は、Amazon VPC とインスタンスが処理で
きるだけの大きさの攻撃を緩和できます。例えば、Amazon EC2 インスタンスに接続されたネットワーク
インターフェイスが最大 10 Gbps を処理できる場合、10 Gbps を超えるボリュームは遅くなり、そのイン
スタンスへのトラフィックをブロックする可能性があります。攻撃を受けている最中に、Shield Advanced
はネットワーク ACL を AWS 境界に昇格させ、数テラバイトのトラフィックを処理できます。ネットワー
ク ACL は、典型的なネットワークの容量を超えてリソースを十分に保護することができます。ネットワー
ク ACL の詳細については、「ネットワーク ACL」を参照してください。
AWS Elastic Beanstalk などの一部のスケーリングツールでは、Elastic IP アドレスを Network Load
Balancer に自動的にアタッチできません。このような場合、Elastic IP アドレスを手動でアタッチする必
要があります。

AWS Shield Advanced アプリケーションレイヤー (レ
イヤー 7) 保護
Shield Advanced を使用してアプリケーションレイヤーのリソースを保護するには、まず AWS WAF ウェ
ブ ACL をリソースに関連付けて、それに 1 つ以上のレートベースのルールを追加します。さらに、アプリ
ケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効にすることもできます。これにより、DDoS 攻撃への対応とし
て、Shield Advanced がユーザーのために自動的にウェブ ACL ルールを作成および管理するようになりま
す。
Shield Advanced を使用してアプリケーションレイヤーリソースを保護する場合、Shield Advanced は、
トラフィックを時間の経過に合わせて分析し、ベースラインを確立して維持します。Shield Advanced
は、DDoS 攻撃を示している可能性のあるトラフィックパターンの異常を検出するために、これらのベー
スラインを使用します。Shield Advanced が攻撃を検出するポイントは、Shield Advanced が攻撃前にモニ
タリングできる状態になっていたトラフィックと、ウェブアプリケーションで使用するアーキテクチャに
よって異なります。Shield Advanced の動作に影響を与える可能性があるアーキテクチャのバリエーショ
ンには、使用するインスタンスのタイプ、インスタンスのサイズ、該当するインスタンスのタイプが拡
張ネットワーキングをサポートするかどうかなどがあります。Shield Advanced を設定して、アプリケー
ションレイヤー攻撃に対して自動的に緩和策を実施することもできます。
トピック
• Shield Advanced アプリケーションレイヤーの AWS WAF ウェブ ACL とレートベースのルー
ル (p. 478)
• Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)

Shield Advanced アプリケーションレイヤーの AWS WAF ウェブ
ACL とレートベースのルール
Shield Advanced を使用してアプリケーションレイヤーリソースを保護するには、まず AWS WAF ウェブ
ACL をリソースに関連付けます。DDoS 攻撃が発生した場合は、関連付けられたウェブ ACL でルールを
追加および管理して、緩和策を適用します。これは、直接行うことができるほか、Shield Response Team
(SRT) のサポートを受けて、またはアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を通じて行うこともできま
す。
さらに、関連付けられたウェブ ACL にレートベースのルールが定義されていない場合、Shield Advanced
から少なくとも 1 つ定義するように求められます。レートベースのルールは、定義したしきい値を超える
と、ソース IP からのトラフィックを自動的にブロックします。レートベースのルールは、ウェブリクエス
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トのフラッドからアプリケーションを保護するのに役立つとともに、DDoS 攻撃の可能性を示しているこ
とがあるトラフィックの急増についてアラートを受け取ることを可能にします。
レートベースのルールを使用する場合、30 秒ごとに、AWS WAF は直近 5 分間のトラフィックを評価しま
す。AWS WAF は、リクエストレートが許容レベルに低下するまで、しきい値を超えるソース IP アドレス
からのリクエストをブロックします。レートベースのルールレートのしきい値を、任意の 5 分間の時間枠
で任意の 1 つのソース IP から想定される通常のトラフィックレートよりも大きい値に設定します。
ウェブ ACL で複数のレートベースのルールを使用したい場合があります。例えば、高いしきい値を持つ
すべてのトラフィックについて 1 つのレートベースのルールを指定するとともに、ウェブアプリケーショ
ンの特定の部分と一致するように設定され、しきい値が低い追加のルールを 1 つ以上指定できます。例え
ば、ログインページに対する不正を緩和するために、しきい値を低くして URI /login.html に対する照
合を行うことができます。
追加情報とガイダンスについては、「The three most important AWS WAF rate-based rules」(3 つの最も
重要なレートベースのルール) のセキュリティに関するブログ記事を参照してください。
Shield Advanced コンソールでは、レートベースのルールを追加し、基本設定で構成できます。AWS WAF
を通じてレートベースのルールを管理することで、追加の設定オプションを定義できます。例えば、標準
の IP アドレスではなく転送された IP アドレスを使用し、スコープダウンステートメントを追加して、一
部のリクエストを評価から除外できます。すべての設定オプションの説明については、「レートベースの
ルールステートメント (p. 97)」を参照してください。ウェブリクエストのモニタリングおよび管理ルール
の管理に AWS WAF を使用する方法については、「ウェブ ACL の作成 (p. 18)」を参照してください。

Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和
攻撃の一部であるウェブリクエストをカウントまたはブロックすることで、保護されたアプリケーション
レイヤーリソースに対するアプリケーションレイヤー (レイヤー 7) 攻撃を自動的に緩和して対応するよう
Shield Advanced を設定できます。このオプションは、AWS WAF ウェブ ACL とレートベースのルールを
使用して Shield Advanced を通じて追加するアプリケーションレイヤー保護への追加です。コンソールの
ステップについては、「アプリケーションレイヤー DDoS 保護を設定する (p. 494)」を参照してくださ
い。
Shield Advanced は、現在のトラフィックパターンと過去のトラフィックベースラインを比較して、DDoS
攻撃を示している可能性のある逸脱を検出します。リソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自
動緩和を有効にすると、Shield Advanced は、カスタム AWS WAF ルールを作成、評価、およびデプロイ
することにより、検出された DDoS 攻撃に対応します。

Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和に関する注意事項
次のリストでは、Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の注意事項と、対応が必要
となる可能性があるステップについて説明します。
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、AWS WAF (v2)の最新バージョンを使用して作成された
ウェブ ACL でのみ機能します。AWS WAF Classic ウェブ ACL では自動緩和を使用できません。
• アプリケーションレイヤー攻撃の検出と自動緩和のために、Shield Advanced は保護されたリソースに
対する過去のトラフィックを活用します。アプリケーションへの通常のトラフィックパターンを認識す
ることで、Shield Advanced がアプリケーションへの通常のトラフィックから攻撃トラフィックを分離
できます。保護されたリソースに通常のアプリケーショントラフィックの履歴がまだない場合 (例: アプ
リケーションが起動される前)、または長期間にわたって本番稼働トラフィックがない場合は、通常のア
プリケーショントラフィックの履歴がそのリソースに関して確立されるまで、COUNT モードで自動緩和
を有効にしておくことをお勧めします。
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、攻撃トラフィックを緩和し、アプリケーションへの通常
のトラフィックに影響を与えないことを検証するために DDoS 攻撃を履歴トラフィックに照らしてテス
トした後にのみ、DDoS 攻撃を緩和するためのルールを配置します。
• DDoS 攻撃の開始から Shield Advanced が自動緩和ルールを実行するまでの時間は、各イベントによっ
て異なります。一部の DDoS 攻撃は、緩和ルールがデプロイされる前に終了することがあります。他の
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攻撃は、緩和策が既に実施されている場合に発生する可能性があるため、イベントの開始時から緩和さ
れる可能性があります。
• Amazon CloudFront などのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) を介してトラフィックを受信する
Application Load Balancer では、それらの Application Load Balancer リソース向けの Shield Advanced
のアプリケーションレイヤーの自動緩和機能は低減します。Shield Advanced は、クライアントトラ
フィック属性を使用して、アプリケーションへの通常のトラフィックから攻撃トラフィックを識別お
よび分離します。CDN は、元のクライアントトラフィック属性を保持または転送しない場合がありま
す。CloudFront を使用する場合は、CloudFront ディストリビューションで自動緩和策を有効にすること
をお勧めします。
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、保護グループとインタラクションしません。保護グルー
プに含まれるリソースのために自動緩和を有効にできますが、Shield Advanced は、保護グループの検
出結果に基づいて攻撃の緩和策を自動的に適用しません。Shield Advanced は、個々のリソースのため
に攻撃の自動緩和を適用します。
目次
• 自動緩和の使用に関するベストプラクティス (p. 480)
• 自動緩和を有効にするために必要な設定 (p. 481)
• Shield Advanced が自動緩和を管理する方法 (p. 481)
• 自動緩和を有効にした場合の実行内容 (p. 481)
• Shield Advanced が自動緩和機能で DDoS 攻撃に対応する方法 (p. 482)
• ルールアクション設定を変更した場合の実行内容 (p. 482)
• 攻撃が沈静化した場合に Shield Advanced が緩和を管理する方法 (p. 482)
• 自動緩和を無効にした場合の実行内容 (p. 483)
• Shield Advanced ルールグループ参照ステートメント (p. 483)
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の管理 (p. 483)
• リソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定の表示 (p. 483)
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の有効化と無効化 (p. 484)
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和に使用されるアクションの変更 (p. 484)

自動緩和の使用に関するベストプラクティス
自動緩和機能を使用する場合は、ここに記載されているガイダンスを遵守してください。
• Shield Advanced を通じて、または、Shield Advanced の自動緩和設定の管理に AWS Firewall Manager
を使用している場合は Firewall Manager を通じて、すべての自動緩和保護を管理します。これらの保護
を管理するために Shield Advanced と Firewall Manager を合わせて使用しないでください。
• 同じウェブ ACL と保護設定を使用して類似のリソースを管理し、異なるウェブ ACL を使用して比類似
のリソースを管理します。Shield Advanced は、保護されたリソースに対する DDoS 攻撃を緩和する場
合、リソースに関連付けられているウェブ ACL のルールを定義し、ウェブ ACL に関連付けられている
すべてのリソースのトラフィックに対してルールをテストします。Shield Advanced は、関連付けられ
たリソースに悪影響を及ぼさない場合にのみルールを適用します。詳細については、「Shield Advanced
が自動緩和を管理する方法 (p. 481)」を参照してください。
• 名前が ShieldMitigationRuleGroup で始まるウェブ ACL からルールグループを削除しないでくだ
さい。削除すると、ウェブ ACL に関連付けられているすべてのリソースについて、Shield Advanced 自
動緩和機能によって提供される保護が無効になります。さらに、Shield Advanced が変更の通知を受け
取り、設定を更新するのに時間がかかることがあります。この間、Shield Advanced コンソールページ
には誤った情報が表示されます。詳細については、「Shield Advanced ルールグループ参照ステートメ
ント (p. 483)」を参照してください。
• Amazon CloudFront ディストリビューションを介してすべてのインターネットトラフィックがプロキシ
される Application Load Balancer では、CloudFront ディストリビューションでの自動緩和のみを有効に
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します。CloudFront ディストリビューションが持つ元のトラフィック属性の数は常に最大となります。
これは、Shield Advanced が攻撃を緩和するために活用します。

自動緩和を有効にするために必要な設定
Shield Advanced 自動緩和機能は、リソースのためのアプリケーションレイヤーの DDoS 保護の一部とし
て有効にします。コンソールからこれを実行する方法については、「アプリケーションレイヤー DDoS 保
護を設定する (p. 494)」を参照してください。
自動緩和機能を使用するには、次の操作を行う必要があります。
• [Associate a web ACL with the resource] (ウェブ ACL をリソースに関連付ける) – これは、Shield
Advanced アプリケーションレイヤー保護のために必須です。複数のリソースに同じウェブ ACL を使用
できます。同様のトラフィックを持つリソースについてのみ、これを行うことをお勧めします。ウェブ
ACL を複数のリソースで使用するための要件など、ウェブ ACL の詳細については、「AWS WAF の仕
組み (p. 7)」を参照してください。
• [Enable and configure Shield Advanced automatic application layer DDoS mitigation] (Shield Advanced
アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効にして設定する) – これを有効にする際に、Shield
Advanced が DDoS 攻撃の一部であると判断したウェブリクエストを自動的にブロックまたはカウント
するかどうかを指定します。Shield Advanced は、関連付けられたウェブ ACL にルールグループを追加
し、それを使用して、リソースに対する DDoS 攻撃に対する対応を動的に管理します。ルールアクショ
ンの設定については、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
• (オプションですが、推奨されます) [Add a rate-based rule to the web ACL] (ウェブ ACL にレートベース
のルールを追加) – レートベースのルールは、個々の IP アドレスが短時間に大量のリクエストを送信す
るのを防ぐことにより、DDoS 攻撃に対する基本的な保護をリソースに提供します。レートベースルー
ルの詳細については、「レートベースのルールステートメント (p. 97)」を参照してください。

Shield Advanced が自動緩和を管理する方法
このセクションのトピックでは、Shield Advanced がアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の設定変
更をどのように処理するか、および自動緩和が有効になっている場合の DDoS 攻撃の処理方法について説
明します。
トピック
• 自動緩和を有効にした場合の実行内容 (p. 481)
• Shield Advanced が自動緩和機能で DDoS 攻撃に対応する方法 (p. 482)
• ルールアクション設定を変更した場合の実行内容 (p. 482)
• 攻撃が沈静化した場合に Shield Advanced が緩和を管理する方法 (p. 482)
• 自動緩和を無効にした場合の実行内容 (p. 483)

自動緩和を有効にした場合の実行内容
Shield Advanced は、自動緩和を有効にすると、次の処理を実行します。
• [As needed, adds a rule group for Shield Advanced use] (必要に応じて、Shield Advanced で使
用するルールグループを追加) – リソースに関連付けた AWS WAF ウェブ ACL に、アプリケー
ションレイヤー DDoS 自動緩和専用の AWS WAF ルールグループ参照ステートメントがまだない
場合、Shield Advanced はそれを 1 つ追加します。ルールグループ参照ステートメントの名前は
ShieldMitigationRuleGroup で始まります。このルールグループの詳細については、「Shield
Advanced ルールグループ参照ステートメント (p. 483)」を参照してください。
• [Starts responding to DDoS attacks against the resource] (リソースに対する DDoS 攻撃への対応を開
始) – Shield Advanced は、保護されたリソースに対する DDoS 攻撃に自動的に対応します。Shield
Advanced は、ルールグループを使用して、DDoS 攻撃を緩和するための AWS WAF ルールをデプロ
イします。Shield Advanced は、これらのルールをアプリケーションとアプリケーションが経験する攻
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撃に合わせて調整し、デプロイする前にリソースの過去のトラフィックに照らし合わせてテストしま
す。Shield Advanced がこれを実行する方法については、次のセクションを参照してください。
Shield Advanced は、自動緩和に使用するウェブ ACL で単一のルールグループ参照ステートメントを使
用します。自動緩和のためにウェブ ACL を既に使用している場合、Shield Advanced は別のルールグルー
プを追加しません。アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、攻撃を緩和するためのルールグループ
の存在によって異なります。何らかの理由でルールグループが AWS WAF ウェブ ACL から削除された場
合、この削除により、このウェブ ACL に関連付けられているすべてのリソースのための自動緩和が無効に
なります。

Shield Advanced が自動緩和機能で DDoS 攻撃に対応する方法
Shield Advanced が、自動緩和が有効になっている保護されたリソースに対する攻撃を検出すると、次の
処理が実行されます。
1. アプリケーションへの通常のトラフィックから攻撃トラフィックを分離する攻撃シグネチャの特定を試
みます。目標は、攻撃トラフィックにのみ影響し、アプリケーションへの通常のトラフィックに影響を
与えない、質の高い DDoS 緩和ルールを作成することです。
2. 識別された攻撃シグネチャを、攻撃対象のリソースおよび同じウェブ ACL に関連付けられている他の
リソースについての過去のトラフィックパターンに照らして評価します。Shield Advanced は、イベン
トに対応してルールをデプロイする前にこれを実行します。
Shield Advanced は、評価結果に応じて、次のいずれかを実行します。
• Shield Advanced は、攻撃シグネチャが DDoS 攻撃に関与するトラフィックのみを隔離すると判断し
た場合、ウェブ ACL の Shield Advanced 緩和ルールグループの WAF AWS WAF ルールにシグネチャ
を実装します。Shield Advanced は、これらのルールに、リソースの自動緩和のために設定したアク
ション設定 (COUNT または BLOCK) を提供します。
• その他の場合、Shield Advanced は緩和策を講じません。
攻撃全体を通じて、Shield Advanced は、基本的な Shield Advanced アプリケーションレイヤー保護と同
じ通知を送信し、同じイベント情報を提供します。Shield Advanced イベントコンソールで、イベントと
DDoS 攻撃に関する情報、および攻撃に対する Shield Advanced の緩和策に関する情報を確認できます。
詳細については、「DDoS イベントの可視性 (p. 498)」を参照してください。
BLOCK ルールアクションを使用するように自動緩和を設定し、Shield Advanced がデプロイした緩和ルー
ルからの誤検出が発生した場合は、ルールアクションを COUNT に変更できます。これを行う方法について
は、「アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和に使用されるアクションの変更 (p. 484)」を参照して
ください。

ルールアクション設定を変更した場合の実行内容
保護されたリソースの自動緩和ルールアクション設定を変更すると、Shield Advanced は、リソースのす
べてのルール設定を更新します。マネージドルールグループのリソースに現在適用されているルールが更
新され、新しいルールの作成時に新しいアクション設定が使用されます。
アクション設定を変更すると、反映されるまでに数秒かかる場合があります。この間、ルールグループが
使用されている場所によっては古い設定が表示され、他の場所では新しい設定が表示される場合がありま
す。
自動緩和設定のルールアクション設定は、コンソールのイベントページ、およびアプリケーション
レイヤー設定ページで変更できます。イベントページの詳細については、「DDoS イベントへの対
応 (p. 506)」を参照してください。設定ページについては、「アプリケーションレイヤー DDoS 保護を
設定する (p. 494)」を参照してください。

攻撃が沈静化した場合に Shield Advanced が緩和を管理する方法
Shield Advanced は、特定の攻撃に対してデプロイされた緩和ルールが不要になったと判断すると、その
ルールを Shield Advanced 緩和ルールグループから削除します。
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緩和ルールの削除は、必ずしも攻撃の終了と一致しません。Shield Advanced は、保護されたリソースで
検出された攻撃のパターンをモニタリングします。攻撃の最初の発生に対してデプロイしたルールを所定
の位置に保持することで、特定のシグネチャを使用した攻撃の再発を先回りして防御できる場合がありま
す。必要に応じて、Shield Advanced はルールを保持する時間枠を拡大します。このようにして、Shield
Advanced は、保護されたリソースに影響が及ぶ前に、特定のシグネチャで繰り返される攻撃を緩和する
場合があります。

自動緩和を無効にした場合の実行内容
Shield Advanced は、リソースのための自動緩和を無効にすると、次の処理を実行します。
• [Stops automatically responding to DDoS attacks] (DDoS 攻撃への自動対応を停止) – Shield Advanced
は、リソースのための自動応答アクティビティを中止します。
• [Removes unneeded rules from the Shield Advanced rule group] (Shield Advanced ルールグループから
不要なルールを削除) – Shield Advanced が保護されたリソースのためにマネージドルールグループ内の
ルールを維持している場合、それらを削除します。
• [Removes the Shield Advanced rule group, if it's no longer in use] (Shield Advanced ルールグループが使
用されなくなった場合は削除) – リソースに関連付けたウェブ ACL が、自動緩和が有効になっている他
のリソースに関連付けられていない場合、Shield Advanced は、そのルールグループ参照ステートメン
トをウェブ ACL から削除します。

Shield Advanced ルールグループ参照ステートメント
Shield Advanced は、リソースに関連付けたウェブ ACL 内のルールグループを使用して、アプリケーショ
ンレイヤー DDoS 自動緩和アクティビティを管理します。
ウェブ ACL の Shield Advanced ルールグループ参照ステートメントには、次のプロパティがあります。
• [Name] (名前) – ShieldMitigationRuleGroup_account-id_web-acl-id_unique-identifier
• [Web ACL capacity units (WCU)] (ウェブ ACL キャパシティーユニット (WCU)) – 150。これらの WCU
は、ウェブ ACL 内の WCU の使用量に対してカウントされます。
• [Priority] (優先度) – 10,000,000。この高い優先度の設定により、Shield Advanced ルールグループの前に
ウェブ ACL で他のルールとルールグループを実行できます。AWS WAF は、最も低い数値の優先度設定
から順にウェブ ACL のルールを実行します。
自動緩和機能は、ウェブ ACL のルールグループ WCU 以外の、アカウント内の追加の AWS WAF リソー
スを消費しません。例えば、Shield Advanced ルールグループは、アカウントのルールグループの 1 つ
としてカウントされません。AWS WAF のアカウントの制限の詳細については、「AWS WAF のクォー
タ (p. 231)」を参照してください。

アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の管理
このセクションのガイダンスを使用して、アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定を管理します。
自動緩和の仕組みについては、前のトピックを参照してください。
トピック
• リソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定の表示 (p. 483)
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の有効化と無効化 (p. 484)
• アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和に使用されるアクションの変更 (p. 484)

リソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定の表示
リソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定は、[保護リソース] ページと個々の保護ページ
で表示できます。
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リソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和設定を表示するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。保
護対象リソースのリストの [アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和] 列は、自動緩和が有効になっ
ているかどうか、また有効になっている場合は緩和で Shield Advanced が使用するアクションを示し
ます。
任意のアプリケーションレイヤーリソースを選択することによっても、リソースの保護ページにリス
トされているのと同じ情報を表示することもできます。

アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の有効化と無効化
次の手順では、保護されたリソースのための自動対応を有効または無効にする方法を示しています。

単一のリソースのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効または無効にするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Protections] (保護) タブで、自動緩和を有効にするアプリケーションレイヤーリソースを選択しま
す。リソースの保護ページが開きます。

4.

リソースの保護ページで、[Edit] (編集) を選択します。

5.

[Configure layer 7 DDoS mitigation for global resources - optional] (グローバルリソース用のレイヤー
7 DDoS 緩和を設定 - オプション) ページの [Automatic application layer DDoS mitigation] (アプリケー
ションレイヤー DDoS 自動緩和) で、自動緩和に使用するオプションを選択します。コンソールのオ
プションを以下に示します。
• Keep current settings (現在の設定を保持) — 保護されたリソースの自動緩和設定は変更されませ
ん。
• Enable (有効化) — 保護されたリソースの自動緩和を有効にします。このオプションを選択する場
合、ウェブ ACL ルールで使用するルールアクションも選択します。ルールアクションの設定につい
ては、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
• Disable (無効化) — 保護されたリソースの自動緩和を無効にします。

6.

残りのページを最後まで順を追って確認し、設定を保存します。

[Protections] (保護) ページで、リソースの自動軽減設定が更新されます。

アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和に使用されるアクションの変更
コンソール内の複数の場所で、Shield Advanced がアプリケーションレイヤーの自動対応に使用するアク
ションを変更できます。
• [Automatic mitigation configuration] (自動緩和設定) - リソースのための自動緩和を設定するときに、アク
ションを変更します。手順については、前のセクションの「アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和
の有効化と無効化 (p. 484)」を参照してください。
• [Event details page] (イベントの詳細ページ) – コンソールでイベント情報を表示しているときに、イベ
ントの詳細ページでアクションを変更します。詳細については、「AWS Shield Advanced イベントの詳
細 (p. 502)」を参照してください。
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ヘルスチェックを使用したヘルスベースの検出の設定
ヘルスベースの検出を使用するように Shield Advanced を設定することで、攻撃の検出と緩和策の応答性
と精度を改善できます。このオプションは、Route 53 ホストゾーンを除くすべてのリソースタイプで使用
できます。
ヘルスベースの検出を設定するには、Route 53 でリソースのヘルスチェックを定義し、正常であると報
告されていることを検証してから、Shield Advanced 保護と関連付けます。Route 53 ヘルスチェックの詳
細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53 がリソースのヘルスを
チェックする方法」および「ヘルスチェックの作成、更新、削除」を参照してください。

Note
Shield Response Team (SRT) のプロアクティブなエンゲージメントサポートには、ヘルスチェッ
クが必要です。プロアクティブなエンゲージメントの詳細については、「プロアクティブな関与
の設定 (p. 474)」を参照してください。
ヘルスチェックでは、定義した要件に基づいて、リソースのヘルスを測定します。ヘルスチェックのス
テータスは、Shield Advanced 検出メカニズムへの入力を提供します。これにより、このステータスは、
特定のアプリケーションの現在の状態をより正確に反映したものとなります。
Route 53 ホストゾーンを除くリソースタイプのために、ヘルスベースの検出を有効にできます。
• ネットワークおよびトランスポートレイヤー (レイヤー 3 /レイヤー 4) のリソース – ヘルスベースの検出
により、ネットワークレイヤーおよびトランスポートレイヤーのイベント検出の精度と、Network Load
Balancer、Elastic IP アドレス、および Global Accelerator 標準アクセラレーターのための緩和が改善さ
れます。Shield Advanced を使用してこれらのリソースタイプを保護する場合、Shield Advanced は、ト
ラフィックがアプリケーションの容量内である場合でも、小規模な攻撃の緩和と、攻撃のより迅速な緩
和を行うことができます。
ヘルスベースの検出を追加する場合、関連付けられたヘルスチェックが異常な期間中に、Shield
Advanced を使用してより迅速に、低いしきい値で緩和策を行えます。
• アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) リソース - ヘルスベースの検出により、CloudFront ディスト
リビューションおよび Application Load Balancer のウェブリクエストのフラッド検出の精度が向上し
ます。Shield Advanced を使用してこれらのリソースタイプを保護する場合、リクエストの特性に基づ
いて、トラフィックパターンの大幅な変化を伴うトラフィック量の統計的に有意な偏差がある場合に、
ウェブリクエストのフラッド検出アラートが送信されます。
ヘルスベースの検出では、関連付けられた Route 53 ヘルスチェックが異常な期間中に、Shield
Advanced は、アラートするためにより小さな偏差を必要とし、より迅速にイベントを報告します。逆
に、関連付けられた Route 53 ヘルスチェックが正常である場合、Shield Advanced では、アラートする
ためにより大きな偏差が必要です。
目次
• Shield Advanced でヘルスチェックを使用するためのベストプラクティス (p. 486)
• ヘルスチェックで一般的に使用されるメトリクス (p. 486)
• アプリケーションのヘルスをモニタリングするために使用されるメトリクス (p. 487)
• 各リソースタイプの Amazon CloudWatch メトリクス (p. 488)
• ヘルスチェックの関連付けの管理 (p. 489)
• ヘルスチェックのリソースへの関連付け (p. 489)
• リソースからのヘルスチェックの関連付けの解除 (p. 490)
• ヘルスチェックの関連付けのステータス (p. 491)
• ヘルスチェックの例 (p. 491)
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• Amazon CloudFront ディストリビューション (p. 491)
• ロードバランサー (p. 492)
• Amazon EC2 Elastic IP アドレス (EIP) (p. 492)

Shield Advanced でヘルスチェックを使用するためのベストプラ
クティス
Shield Advanced でヘルスチェックを作成して使用する場合は、このセクションのベストプラクティスに
従います。
• モニタリングするインフラストラクチャのコンポーネントを特定して、ヘルスチェックを計画します。
ヘルスチェックでは、次のリソースタイプを検討してください。
• 重要なリソース。
• Shield Advanced の検出と緩和で高感度が必要なリソース。
• Shield Advanced からプロアクティブに通知を受けたいリソース。プロアクティブなエンゲージメン
トは、ヘルスチェックのステータスによって通知されます。
モニタリングする可能性のあるリソースの例には、Amazon CloudFront ディストリビューション、イン
ターネット向けロードバランサー、Amazon EC2 インスタンスが含まれます。
• 可能な限り少ない通知で、アプリケーションオリジンのヘルスを正確に反映するヘルスチェックを定義
します。
• アプリケーションが利用できない場合や許容可能なパラメータ内で動作しない場合のみ異常になる
ようにヘルスチェックを記述します。お客様は、アプリケーションの特定の要件に基づいてヘルス
チェックを定義し、維持する責任があります。
• アプリケーションのヘルスを引き続き正確に報告しながら、できる限り少ないヘルスチェックを使用
します。例えば、すべてが同じ問題を報告するアプリケーションの複数の領域からの複数のアラーム
は、情報価値をもたらすことなく、レスポンスアクティビティにオーバーヘッドを追加する可能性が
あります。
• 計算されたヘルスチェックを使用して、Amazon CloudWatch メトリクスの組み合わせを用いてアプ
リケーションのヘルスをモニタリングします。例えば、アプリケーションサーバーのレイテンシーと
5xx エラー率に基づいて、複合ヘルスを計算できます。これは、オリジンサーバーがリクエストを満
たしていないことを示唆します。
• 必要に応じて、独自のアプリケーションヘルスインジケーターを作成し、CloudWatch カスタムメト
リクスに発行して、計算されたヘルスチェックで使用します。
• ヘルスチェックを実装および管理して、検出を改善し、不要なメンテナンス作業を減らします。
• ヘルスチェックを Shield Advanced 保護に関連付ける前に、ヘルスチェックが正常な状態であること
を確認してください。異常を報告しているヘルスチェックを関連付けると、保護されたリソースに関
する Shield Advanced 検出メカニズムが歪む可能性があります。
• ヘルスチェックは Shield Advanced で使用できるようにしておきます。Shield Advanced 保護に使用
している Route 53 のヘルスチェックを削除しないでください。
• ステージング環境とテスト環境は、ヘルスチェックのテストにのみ使用します。本番稼働レベルのパ
フォーマンスと可用性を必要とする環境のヘルスチェックの関連付けのみを維持します。ステージン
グおよびテスト環境のために、Shield Advanced でヘルスチェックの関連付けを維持しないでくださ
い。

ヘルスチェックで一般的に使用されるメトリクス
このセクションには、Distributed Denial of Service (DDoS) イベント中のアプリケーションのヘルスを測定
するためのヘルスチェックで一般的に使用される Amazon CloudWatch メトリクスが記載されています。
各リソースタイプの CloudWatch メトリクスに関する詳細については、表の後のリストを参照してくださ
い。
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トピック
• アプリケーションのヘルスをモニタリングするために使用されるメトリクス (p. 487)
• 各リソースタイプの Amazon CloudWatch メトリクス (p. 488)

アプリケーションのヘルスをモニタリングするために使用されるメトリクス
リソース

メトリクス

説明

Route 53

HealthCheckStatus

ヘルスチェックエンドポイント
のステータス。

CloudFront

Requests

HTTP(S) リクエストの数。

CloudFront

TotalErrorRate

HTTP ステータスコードが 4xx
または 5xx であるすべてのリク
エストの割合。

Application Load Balancer

ActiveConnectionCount

クライアントからロードバラン
サーへ、およびロードバラン
サーからターゲットへの、アク
ティブな同時 TCP 接続の数。

Application Load Balancer

ConsumedLCUs

ロードバランサーが使用す
るロードバランサーキャパシ
ティーユニット (LCU) の数で
す。

Application Load Balancer

HTTPCode_ELB_4XX_Count

ロードバランサーによって生成
された HTTP 4xx または 5xx ク
ライアントエラーコードの数。

HTTPCode_ELB_5XX_Count
Application Load Balancer

NewConnectionCount

クライアントからロードバラン
サーへ、およびロードバラン
サーからターゲットへの、新た
に確立された TCP 接続の数。

Application Load Balancer

ProcessedBytes

ロードバランサーによって処理
されるバイト数。

Application Load Balancer

RejectedConnectionCount

ロードバランサーが接続の最大
数に達したため、拒否された接
続の数。

Application Load Balancer

RequestCount

処理されたリクエストの数。

Application Load Balancer

TargetConnectionErrorCount ロードバランサーとターゲット
間で正常に確立されなかった接
続数。

Application Load Balancer

TargetResponseTime

リクエストがロードバランサー
を離れてから、ターゲットから
の応答を受信するまでの経過時
間 (秒)。

Application Load Balancer

UnHealthyHostCount

異常とみなされるターゲットの
数。
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リソース

メトリクス

説明

Network Load Balancer

ActiveFlowCount

クライアントからターゲットへ
の同時実行 TCP 接続の数。

Network Load Balancer

ConsumedLCUs

ロードバランサーが使用す
るロードバランサーキャパシ
ティーユニット (LCU) の数で
す。

Network Load Balancer

NewFlowCount

クライアントからターゲットに
確立された新しい TCP 接続の
数。

Network Load Balancer

PeakPacketsPerSecond

サンプリングウィンドウの間に
10 秒間隔で計算される最大パ
ケットレートの平均値 (1 秒あた
りの処理パケット数)。このメト
リクスには、ヘルスチェックト
ラフィックが含まれます。

Network Load Balancer

ProcessedBytes

TCP/IP ヘッダーを含む、ロード
バランサーによって処理された
バイト数。

Global Accelerator

NewFlowCount

クライアントからターゲットに
確立された新しい TCP 接続の
数。

Global Accelerator

ProcessedBytesIn

TCP/IP ヘッダーを含む、アクセ
ラレーターによって処理された
受信バイトの数。

Amazon EC2

CPUUtilization

割り当てられた EC2 コンピュー
ティングユニットのうち、現在
使用されているものの割合。

Amazon EC2

NetworkIn

すべてのネットワークインター
フェイスを通じ、このインスタ
ンスによって受信されたバイト
の数。

Amazon EC2 Auto Scaling

GroupMaxSize

Auto Scaling グループの最大サイ
ズ。

各リソースタイプの Amazon CloudWatch メトリクス
保護されたリソースのために使用できるメトリクスの詳細については、リソースガイドの次のセクション
を参照してください。
• Amazon Route 53 – 「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「Amazon Route 53 のヘルスチェック
と Amazon CloudWatch を使用したリソースのモニタリング」。
• Amazon CloudFront – 「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Amazon CloudWatch による
CloudFront のモニタリング」。
• Application Load Balancer – 「Application Load Balancer のユーザーガイド」の「Application Load
Balancer の CloudWatch メトリクス」。
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• Network Load Balancer – 「Network Load Balancer のユーザーガイド」の「Network Load Balancer の
CloudWatch メトリクス」。
• AWS Global Accelerator -「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「Using Amazon
CloudWatch with AWS Global Accelerator」(AWS Global Accelerator での Amazon CloudWatch の使
用)。
• Amazon Elastic Compute Cloud – https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ の「インス
タンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示」。
• Amazon EC2 Auto Scaling – 「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Monitoring CloudWatch
metrics for your Auto Scaling groups and instances」(オートスケーリンググループおよびインスタンス
用の CloudWatch メトリクスのモニタリング)。

ヘルスチェックの関連付けの管理
アプリケーションが許容可能なパラメータ内で実行されている場合にのみヘルスチェックが正常である
ことを報告し、そうでないときにのみ異常であることを報告する場合に、Shield Advanced におけるヘル
スチェックの使用から最も大きな恩恵を受けることができます。このセクションのガイダンスを使用し
て、Shield Advanced でヘルスチェックの関連付けを管理します。

Note
Shield Advanced は、ヘルスチェックを自動的に管理しません。
Shield Advanced でヘルスチェックを使用するには、次が必要です。
• ヘルスチェックは、Shield Advanced 保護に関連付けるときに、正常であると報告するものである必要
があります。
• ヘルスチェックは、保護されたリソースのヘルスに関連している必要があります。お客様は、アプリ
ケーションの特定の要件に基づいて、アプリケーションのヘルスを正確に報告するヘルスチェックを定
義し、維持する責任があります。
• ヘルスチェックは、Shield Advanced 保護で使用できるようにしておく必要があります。Shield
Advanced 保護に使用している Route 53 のヘルスチェックを削除しないでください。
トピック
• ヘルスチェックのリソースへの関連付け (p. 489)
• リソースからのヘルスチェックの関連付けの解除 (p. 490)
• ヘルスチェックの関連付けのステータス (p. 491)

ヘルスチェックのリソースへの関連付け
次の手順は、Amazon Route 53 ヘルスチェックを保護されたリソースに関連付ける方法を示しています。

Note
ヘルスチェックを Shield Advanced 保護に関連付ける前に、ヘルスチェックが正常な状態である
ことを確認してください。詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ヘル
スチェックのステータスモニタリングと通知の受信」を参照してください。

ヘルスチェックを関連付けるには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Protections] (保護) タブで、ヘルスチェックに関連付けるリソースを選択します。
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4.

[Configure protections] (保護を設定) を選択します。

5.

[Configure health check based DDoS detection - optional] (ヘルスチェックベースの DDoS 検出を設定
- オプション) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を選択します。

6.

[Associated Health Check] (ヘルスチェックを関連付ける) で、保護に関連付けるヘルスチェックの ID
を選択します。

Note
必要なヘルスチェックが表示されない場合は、Route 53 コンソールに移動して、ヘルス
チェックとその ID を検証します。詳細については、「ヘルスチェックの作成と更新」を参照
してください。
7.

設定を完了するまで残りのページを順を追って確認します。[Protections] (保護) ページに、リソース
について、更新されたヘルスチェックの関連付けが一覧表示されます。

8.

[Protections] (保護) ページで、新しく関連付けられたヘルスチェックが正常であるとレポートされて
いることを確認します。
ヘルスチェックが異常を報告している間は、Shield Advanced でヘルスチェックの使用を正常に開
始することはできません。そうすることで、Shield Advanced は非常に低いしきい値で誤検出を検出
し、Shield Response Team (SRT) がリソースにプロアクティブなエンゲージメントを提供する能力に
も悪影響を及ぼす可能性があります。
新しく関連付けられたヘルスチェックで異常が報告されている場合は、次の手順を実行します。
a.

Shield Advanced で、ヘルスチェックと保護機能の関連付けを解除します。

b.

Amazon Route 53 のヘルスチェックの仕様を再確認し、アプリケーション全体のパフォーマンス
と可用性を検証します。

c.

アプリケーションが良好なヘルスのためのパラメータ内で実行され、ヘルスチェックが正常であ
ると報告している場合は、Shield Advanced でのヘルスチェックの関連付けをもう一度お試しく
ださい。

ヘルスチェックの関連付け手順は、新しいヘルスチェックの関連付けを確立し、Shield Advanced で正常
であると報告されると完了します。

リソースからのヘルスチェックの関連付けの解除
次の手順は、保護されたリソースから Amazon Route 53 ヘルスチェックの関連付けを解除する方法を示し
ています。

ヘルスチェックの関連付けを解除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Protections] (保護) タブで、ヘルスチェックから関連付けを解除するリソースを選択します。

4.

[Configure protections] (保護を設定) を選択します。

5.

[Configure health check based DDoS detection - optional] (ヘルスチェックベースの DDoS 検出を設定
- オプション) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を選択します。

6.

[Associated Health Check] (関連付けられたヘルスチェック) で、- としてリストされている空のオプ
ションを選択します。

7.

設定を完了するまで残りのページを順を追って確認します。

[Protections] (保護) ページでは、リソースのヘルスチェックフィールドが - に設定されます。これは、ヘ
ルスチェックの関連付けがないことを示しています。
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ヘルスチェックの関連付けのステータス
保護に関連付けられているヘルスチェックのステータスは、AWS WAF & Shield コンソールの [Protected
resources] (保護されたリソース) ページと各リソースの詳細ページで確認できます。
• [Healthy] (正常) - ヘルスチェックが使用可能で、正常であると報告されています。
• [Unhealthy] (異常) - ヘルスチェックが使用可能で、異常があると報告されています。
• [Unavailable] (使用不可) - Shield Advanced によるヘルスチェックは使用できません。

[Unavailable] (使用不可) のヘルスチェックを解決するには
新しいヘルスチェックを作成して使用します。Shield Advanced でステータスが使用不可になった後、ヘ
ルスチェックを再度関連付けないでください。
これらのステップの実行に関する詳細なガイダンスについては、前のトピックを参照してください。
1.

Shield Advanced で、リソースからヘルスチェックの関連付けを解除します。

2.

Route 53 で、リソースの新しいヘルスチェックを作成し、その ID を記録します。詳細については、
「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「ヘルスチェックの作成と更新」を参照してください。

3.

Shield Advanced で、新しいヘルスチェックをリソースに関連付けます。

ヘルスチェックの例
このセクションは、計算されたヘルスチェックで使用できるヘルスチェックの例を示します。計算され
たヘルスチェックでは、多数の個別のヘルスチェックを使用して、組み合わせたステータスを決定しま
す。個々のヘルスチェックのステータスは、エンドポイントのヘルスまたは Amazon CloudWatch メトリ
クスの状態に基づきます。ヘルスチェックを計算されたヘルスチェックに組み込んでから、個々のヘルス
チェックの組み合わせられたヘルスステータスに基づいてヘルスをレポートするように、計算されたヘル
スチェックを設定します。アプリケーションのパフォーマンスと可用性の要件に応じて、計算されたヘル
スチェックの感度をチューニングします。
計算されたヘルスチェックの詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「他のヘル
スチェック (算出したヘルスチェック) のモニタリング」を参照してください。詳細については、「Route
53 Improvements – Calculated Health Checks and Latency Checks」(Route 53 の改善 – 計算されたヘルス
チェックとレイテンシーチェック) のブログ記事を参照してください。
トピック
• Amazon CloudFront ディストリビューション (p. 491)
• ロードバランサー (p. 492)
• Amazon EC2 Elastic IP アドレス (EIP) (p. 492)

Amazon CloudFront ディストリビューション
次の例では、CloudFront ディストリビューションの計算されたヘルスチェックと組み合わせることができ
るヘルスチェックについて説明します。
• 動的コンテンツを提供するディストリビューション上のパスへのドメイン名を指定して、エンドポイン
トをモニタリングします。正常な応答には、HTTP レスポンスコード 2xx と 3xx が含まれます。
• CloudFront オリジンのヘルスを測定する CloudWatch アラームの状態をモニタリングします。例え
ば、Application Load Balancer メトリクス TargetResponseTime で CloudWatch アラームを維持し、
アラームのステータスを反映するヘルスチェックを作成できます。ヘルスチェックは、応答時間 (リク
エストがロードバランサーから発信されてから、ロードバランサーがターゲットから応答を受け取るま
での時間) がアラームで設定されたしきい値を超えると、異常になることがあります。
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• レスポンスの HTTP ステータスコードが 5xx であるリクエストの割合を測定する CloudWatch アラーム
の状態をモニタリングします。CloudFront ディストリビューションの 5xx エラーレートが CloudWatch
アラームで定義されたしきい値よりも高い場合、このヘルスチェックのステータスは異常に切り替わり
ます。

ロードバランサー
次の例では、Application Load Balancer、Network Load Balancer、または Global Accelerator 標準アクセ
ラレーターの計算されたヘルスチェックで使用できるヘルスチェックについて説明します。
• クライアントがロードバランサーに対して確立した新しい接続の数を測定する CloudWatch アラームの
状態をモニタリングします。新しい接続の平均数に関するアラームのしきい値は、毎日の平均よりある
程度高い値に設定できます。各リソースタイプのメトリクスは次のとおりです。
• Application Load Balancer: NewConnectionCount
• Network Load Balancer: ActiveFlowCount
• Global Accelerator: NewFlowCount
• Application Load Balancer および Network Load Balancer では、正常とみなされるロードバランサーの
数を測定する CloudWatch アラームの状態をモニタリングします。アラームのしきい値は、アベイラビ
リティーゾーン、またはロードバランサーが必要とする最小数の正常なホストで設定できます。ロード
バランサーのリソースで使用可能なメトリクスは次のとおりです。
• Application Load Balancer: HealthyHostCount
• Network Load Balancer: HealthyHostCount
• Application Load Balancer では、ロードバランサーのターゲットによって生成された HTTP 5xx レス
ポンスコードの数を測定する CloudWatch アラームの状態をモニタリングします。Application Load
Balancer の場合、メトリクス HTTPCode_Target_5XX_Count を使用して、ロードバランサーのすべ
ての 5xx エラーの合計に基づいてアラームしきい値を設定できます。

Amazon EC2 Elastic IP アドレス (EIP)
次のヘルスチェックの例を、Amazon EC2 Elastic IP アドレスの計算されたヘルスチェックに組み合わせる
ことができます。
• Elastic IP アドレスへの IP アドレスを指定して、エンドポイントをモニタリングします。IP アドレスの
背後にあるリソースと TCP 接続を確立できる限り、ヘルスチェックは正常なままです。
• 割り当てられた Amazon EC2 コンピューティングユニットのうち、現在インスタンス上で使用されてい
るものが占める割合を測定する CloudWatch アラームの状態をモニタリングします。Amazon EC2 メト
リクス CPUUtilization を使用して、高いと考えるアプリケーションの CPU 使用率 (90% など) に基
づいてアラームしきい値を設定できます。

AWS Shield Advanced でのリソース保護の管理
このセクションのガイダンスを使用して、リソースの Shield Advanced 保護を管理します。

Note
Shield Advanced は、Shield Advanced で、または AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリ
シーを通じて指定したリソースのみを保護します。リソースは自動的に保護されません。
AWS Firewall Manager Shield Advanced ポリシーを使用している場合は、ポリシーの範囲内にあるリソー
スの保護を管理する必要はありません。Firewall Manager は、ポリシーの設定に従って、ポリシーの範
囲内にあるアカウントおよびリソースの保護を自動的に管理します。詳細については、「AWS Shield
Advanced ポリシー (p. 399)」を参照してください。
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トピック
• AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追加 (p. 493)
• AWS Shield Advanced 保護の設定 (p. 493)
• AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除する (p. 495)

AWS リソースへの AWS Shield Advanced 保護の追加
Shield Advanced 保護を 1 つ以上のリソースに追加するには、このセクションのガイダンスに従います。

AWS リソースの保護を追加するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの AWS Shield で、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Add resources to protect] (保護するリソースを追加) を選択します。

4.

[Choose resources to protect with Shield Advanced] (Shield Advanced で保護するリソースの選択)
ページで、次の操作を実行します。
a.

リソースが存在しているリージョンを選択するか、複数のリージョンのリソースを保護する場合
は、[All Regions] (すべてのリージョン) を選択します。

b.

保護するリソースタイプを選択します。
リソースタイプの保護の詳細については、「リソースタイプ別の AWS Shield Advanced 保
護 (p. 477)」を参照してください。

c.

[Load resources] (リソースをロード) を選択します。

Shield Advanced は、[Select Resources] (リソースの選択) セクションに条件に一致する AWS リソー
スを入力します。
5.

[Select Resources] (リソースの選択) セクションで、保護するリソースを選択します。

6.

作成しようとしている Shield Advanced 保護にタグを追加する場合は、[Tags] (タグ) セクションでそ
れらを指定します。AWS リソースのタグ付けの詳細については、「タグエディタの使用」を参照して
ください。

7.

[Protect with Shield Advanced] (Shield Advanced で保護) を選択します。これを選択すると、Shield
Advanced 保護がリソースに追加されます。コンソールウィザードが提供する追加の画面に進み、ヘ
ルスチェックやアラーム通知などのオプションを使用して保護をさらに設定します。

AWS Shield Advanced 保護の設定
AWS Shield Advanced 保護の設定はいつでも変更できます。これを行うには、選択した保護のオプション
を確認し、変更する必要がある設定を変更します。

保護されたリソースを管理するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Protections] (保護) タブで、保護するリソースを選択します。

4.

必要な [Configure protections] (保護を設定) とリソース指定オプションを選択します。

5.

各リソース保護オプションを順を追って確認し、必要に応じて変更を行います。
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アプリケーションレイヤー DDoS 保護を設定する
Amazon CloudFront および Application Load Balancer のリソースに対する攻撃から保護するために、AWS
WAF ウェブ ACL を追加し、レートベースのルールを追加できます。詳細については、「Shield Advanced
アプリケーションレイヤーの AWS WAF ウェブ ACL とレートベースのルール (p. 478)」を参照してくだ
さい。
Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和機能を有効にすることもできます。AWS
WAF の仕組みについては、「AWS WAF (p. 6)」を参照してください。自動緩和機能の詳細については、
「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。

Important
Shield Advanced ポリシーを使用して AWS Firewall Manager を通じて Shield Advanced 保護を管
理する場合、ここでアプリケーションレイヤー保護を管理することはできません。他のすべての
リソースについては、ウェブ ACL にルールが含まれていない場合でも、少なくとも各リソースに
ウェブ ACL をアタッチすることをお勧めします。

Note
リソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効にすると、必要に応じて、オ
ペレーションは、サービスにリンクされたロールをアカウントに自動的に追加し、ウェブ ACL 保
護の管理に必要な許可を Shield Advanced に付与します。詳細については、「Shield Advanced
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 521)」を参照してください。

アプリケーションレイヤー DDoS 保護を設定するには
1.

[Configure layer 7 DDoS protections] (レイヤー 7 DDoS 保護を設定) ページで、リソースがまだウェブ
ACL に関連付けられていない場合は、既存のウェブ ACL を選択するか、独自のウェブ ACL を作成で
きます。
ウェブ ACL を作成するには、次のステップに従います。
a.

[Create web ACL] (ウェブ ACL の作成) を選択します。

b.
c.

名前を入力します。ウェブ ACL の作成後は、名前を変更することはできません。
[Create] (作成) を選択します。

Note

2.

リソースが既にウェブ ACL に関連付けられている場合、別のウェブ ACL に変更すること
はできません。ACL を変更する場合は、最初にリソースから関連するウェブ ACL を削除
します。詳細については、「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付けの解
除 (p. 23)」を参照してください。
ウェブ ACL にレートベースのルールが定義されていない場合は、[Add rate limit rule] (レート制限ルー
ルを追加) を選択し、次のステップを実行してルールを追加できます。
a.

名前を入力します。

b.

レート制限を入力します。これは、レートベースのルールアクションが IP アドレスに適用される
前の任意の 5 分間に許可される、単一の IP アドレスからのリクエストの最大数です。IP アドレ
スからのリクエストが制限を下回ると、アクションは中止されます。
リクエストの数が制限を超えている間に IP アドレスからのリクエストをカウントまたはブロック
するルールアクションを設定します。ルールアクションの適用と削除は、IP アドレスのリクエス
トレートが変更されてから有効になるまでに 1 ～ 2 分かかる場合があります。

c.

3.

d. [Add Rule] (ルールの追加) を選択します。
[Automatic application layer DDoS mitigation] (アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和) の場合、次
のように、Shield Advanced がユーザーのために DDoS 攻撃を自動的に緩和するかどうかを選択しま
す。
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• 自動緩和を有効にするには、[Enable] (有効化) を選択してから、Shield Advanced がカスタムルー
ルで使用する AWS WAF ルールアクションを選択します。選択内容は Count と Block です。これ
らのアクションの詳細については、「AWS WAF ルールアクション (p. 84)」を参照してください。
• 自動緩和を無効にするには、[Disable] (無効化) を選択します。
• 管理しているリソースの自動緩和設定を変更しない場合は、デフォルトの選択である [Keep current
settings] (現在の設定を保持) のままにします。
Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和の詳細については、「Shield Advanced
アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。
4.

[Next] (次へ) を選択します。

アラームと通知を作成する
次の手順では、保護されたリソースに関する CloudWatch アラームを管理する方法を示します。

Note
CloudWatch には追加料金が発生します。CloudWatch の料金については、「Amazon
CloudWatch の料金」を参照してください。

アラームと通知を作成するには
1.

保護に関する [Create alarms and notifications - optional] (アラームと通知を作成 - オプション) ページ
で、受け取るアラームと通知の SNS トピックを設定します。通知が不要なリソースでは、[No topic]
(トピックなし) を選択します。Amazon SNS トピックを追加するか、新しいトピックを作成できま
す。

2.

Amazon SNS トピックを作成するには、次のステップに従います。

3.

a.

ドロップダウンリストで、[Create an SNS topic] (SNS トピックを作成) を選択します。

b.

トピック名を入力します。

c.

オプションで、Amazon SNS メッセージの送信先メールアドレスを入力し、[Add email] (Eメール
の追加) を選択します。複数入力できます。

d.

[Create] (作成) を選択します。

[Next] (次へ) を選択します。

AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除する
AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護をいつでも削除できます。

Important
AWS リソースを削除しても、AWS Shield Advanced からリソースは削除されません。この手順
で説明されているように、AWS Shield Advanced からリソースの保護も削除する必要がありま
す。

AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除する
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。

3.

[Protections] (保護) タブで、保護を削除するリソースを選択します。

4.

[Delete protections] (保護を削除) を選択します。
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•

この保護用に設定された Amazon CloudWatch アラームがある場合は、このアラームを保護と一
緒に削除するオプションが与えられます。この時点でアラームを削除しない場合は、代わりに
CloudWatch コンソールを使用してアラームを後で削除することができます。

Note
Amazon Route 53 ヘルスチェックが設定されている保護は、後から再度追加した場合でも、
保護にヘルスチェックが含まれます。
上のステップによって特定の AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護が削除されます。AWS
Shield Advanced サブスクリプションはキャンセルされません。このサービスに対しては引き続き料金が
発生します。AWS Shield Advanced サブスクリプションの詳細については、AWS Supportセンターにお問
い合わせください。

CloudWatch アラームの Shield Advanced 保護からの削除
CloudWatch アラームを Shield Advanced 保護から削除するには、次のいずれかの操作を行います。
• 「AWS リソースから AWS Shield Advanced 保護を削除する (p. 495)」の説明に従って保護を削除し
ます。[Also delete related DDoSDetection alarm] (関連する DDoSDetection アラームも削除する) の横に
あるチェックボックスをオンにしてください。
• CloudWatch コンソールを使用してアラームを削除します。削除するアラームの名前
は、DDoSDetectedAlarmForProtection で始まります。

AWS Shield Advanced 保護グループ
保護グループを使用して、保護されたリソースの論理コレクションを作成し、その保護をグループとして
管理します。リソース保護の管理の詳細については、「AWS Shield Advanced 保護の設定 (p. 493)」を
参照してください。

Note
アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和は、保護グループとインタラクションしません。保
護グループに含まれるリソースのために自動緩和を有効にできますが、Shield Advanced は、保
護グループの検出結果に基づいて攻撃の緩和策を自動的に適用しません。Shield Advanced は、
個々のリソースのために攻撃の自動緩和を適用します。
AWS Shield Advanced 保護グループを使用すると、複数の保護されたリソースを 1 つのユニットとして扱
うことで、検出と緩和の範囲をセルフサービスでカスタマイズできます。リソースのグループ化は、多く
のメリットをもたらす場合があります。
• 検出の精度を向上させます。
• 実行不可能なイベントの通知を減らします。
• イベント中に影響を受ける可能性のある保護されたリソースを含めるように、緩和アクションの対象範
囲を拡大します。
• 複数の類似ターゲットに対する攻撃の緩和にかかる時間を短縮します。
• 新しく作成された保護対象リソースの自動保護を容易にします。
保護グループは、リソースがゼロ負荷に近い状態と完全に負荷がかかっている状態を交互に繰り返すブ
ルー/グリーンスワップなどの状況で誤検出を減らすのに役立ちます。もう 1 つの例は、グループのメン
バー間で共有されるロードレベルを維持しながら、リソースを頻繁に作成および削除する場合です。この
ような状況では、個々のリソースをモニタリングすると誤検出が発生する可能性がありますが、リソース
グループのヘルスのモニタリングでは発生しません。
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保護グループを設定して、すべての保護されたリソース、特定のリソースタイプのすべてのリソース、ま
たは個別に指定したリソースを含めることができます。保護グループの基準を満たす新しく保護されたリ
ソースは、自動的に保護グループに含まれます。保護されたリソースは、複数の保護グループに所属でき
ます。

AWS Shield Advanced 保護グループの管理
このセクションのガイダンスを使用して、保護グループの設定を管理します。

Shield Advanced 保護グループの作成
保護グループを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.
3.

AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。
[Protection groups] (保護グループ) タブを選択してから、[Create protection group] (保護グループを作
成) を選択します。

4.

[Create protection group] (保護グループを作成) ページで、グループの名前を入力します。この名前を
使用して、保護されたリソースのリスト内のグループを識別します。保護グループの作成後にその名
前を変更することはできません。
[Protection grouping criteria] (保護のグループ化の基準) で、Shield Advanced がグループに含める保護
されたリソースを識別するために使用する基準を選択します。選択した基準に基づいて追加の選択を
行います。
[Aggregation] (集約) で、イベントの検出、緩和、およびレポートのために、Shield Advanced がグ
ループのリソースデータをどのように組み合わせるかを選択します。

5.
6.

• [Sum] (合計) – グループ全体のトラフィックの合計を使用します。これは、ほとんどの場合に適切な
選択です。例には、手動または自動でスケールする Amazon EC2 インスタンスの Elastic IP アドレ
スが含まれます。
• [Mean] (平均) – グループ全体のトラフィックの平均を使用します。これは、トラフィックを均一
に共有するリソースに適した選択です。例には、アクセラレーターとロードバランサーが含まれま
す。

7.

• [Max] (最大) – 各リソースからの最大のトラフィックを使用します。これは、トラフィックを共有し
ないリソースや、不均一な方法でトラフィックを共有するリソースに有益です。例には、Amazon
CloudFront ディストリビューションと CloudFront ディストリビューションのオリジンリソースが
含まれます。
[Save] (保存) を選択して保護グループを保存し、[Protected resources] (保護されたリソース) ページ
に戻ります。

[Shield Events] (Shield イベント) ページでは、保護グループのイベントを表示し、ドリルダウンして、グ
ループ内の保護されたリソースに関する追加情報を確認できます。

Shield Advanced 保護グループの更新
保護グループを更新するには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。
[Protection groups] (保護グループ) タブで、変更する保護グループの横にあるチェックボックスを選択
します。
保護グループのページで、[Edit] (編集) を選択します。保護グループの設定を変更します。
[Save] (保存) を選択して変更を保存します。
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Shield Advanced 保護グループの削除
保護グループを削除するには
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。
AWS Shield ナビゲーションペインで、[Protected resources] (保護されたリソース) を選択します。
[Protection groups] (保護グループ) タブで、削除する保護グループの横にあるチェックボックスを選択
します。
保護グループのページで、[Delete] (削除) を選択し、アクションを確認します。

AWS Config でのリソース保護の変更の追跡
AWS Config を使用して、リソースの AWS Shield Advanced 保護に対する変更を記録できます。この情報
を使用して、監査およびトラブルシューティングのために設定変更履歴を維持することができます。
保護の変更を記録するには、追跡する各リソースに対して AWS Config を有効にします。詳細について
は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「AWS Configの使用開始」を参照してください。
追跡されるリソースを含む各 AWS リージョン に対して AWS Config を有効にする必要があります。AWS
Config を手動で有効にするか、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation
StackSets サンプルテンプレート」で AWS CloudFormation テンプレート「AWS Config を有効化」を使
用できます。
AWS Config を有効にすると、「AWS Config の料金」ページで説明されているように課金されます。

Note
必要なリージョンとリソースに対して既に AWS Config が有効になっている場合は、何もする必
要はありません。リソースに対する保護の変更に関する AWS Config ログは自動的に入力されま
す。
AWS Config を有効にしたら、AWS Config コンソールの 米国東部 (バージニア北部) リージョンを使用し
て、AWS Shield Advanced グローバルリソースの設定変更履歴を表示します。
米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (北カリフォルニア)、
欧州 (アイルランド)、欧州 (フランクフルト)、アジアパシフィック (東京)、およびアジアパシフィック (シ
ドニー) リージョンで、AWS Config コンソールを介して AWS Shield Advanced のリージョンレベルのリ
ソースの変更履歴を表示します。

DDoS イベントの可視性
AWS Shield では、イベントおよびイベントアクティビティの次のカテゴリを確認できます。
• グローバル – すべてのお客様は、直近 2 週間のグローバル脅威アクティビティの集約ビューにアクセ
スできます。この情報は、AWS Shield コンソールの [Getting Started] (開始方法) および [Global threat
dashboard] (グローバル脅威ダッシュボード) ページで確認できます。詳細については、「AWS Shield
グローバルおよびアカウントアクティビティ (p. 499)」を参照してください。
• アカウント - すべてのお客様は、前年度のアカウントのイベントの概要にアクセスできます。この情報
は、AWS Shield コンソールの [Getting Started] (開始方法) ページで確認できます。詳細については、
「AWS Shield グローバルおよびアカウントアクティビティ (p. 499)」を参照してください。
Shield Advanced をサブスクライブしてリソースに保護を追加すると、保護されたリソースに対するイベ
ントや DDoS 攻撃に関する追加情報にアクセスできます。
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• [Events on protected resources] (保護されたリソースのイベント) – Shield Advanced は、AWS Shield コ
ンソールの [Events] (イベント) ページを通じて各イベントの詳細情報を提供します。詳細については、
「AWS Shield Advanced のイベント (p. 500)」を参照してください。
• 保護されたリソースのイベントメトリクス – Shield Advanced は、CloudWatch ダッシュボードとアラー
ムの設定に使用できる、保護するすべてのリソースの Amazon CloudWatch メトリクスを発行します。
詳細については、「AWS Shield Advanced Amazon CloudWatch メトリクス (p. 503)」を参照してくだ
さい。
• 保護されたリソースに関するクロスアカウントのイベントの可視性 – Shield Advanced 保護を管理する
ために AWS Firewall Manager を使用する場合、Firewall Manager を AWS Security Hub と組み合わせ
て使用することにより、複数のアカウントにまたがって保護の可視性を有効にできます。詳細について
は、「アカウント全体にわたるイベントの可視性 (p. 504)」を参照してください。

AWS Shield グローバルおよびアカウントアクティビ
ティ
AWS Shield コンソールの [Getting Started] (開始方法) ページと [Global threat dashboard] (グローバル脅威
ダッシュボード) ページで、グローバル脅威アクティビティの集約ビューとアカウントごとのイベントの
概要にアクセスできます。

AWS Shield コンソールにアクセスするには
•

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

グローバル脅威アクティビティとアカウントごとのイベントの概要情報にアクセスするために、Shield
Advanced のサブスクリプションは必要ありません。
• [Global activity] (グローバルアクティビティ) – この情報は、[Global threat dashboard](グローバル脅威
ダッシュボード) および [Getting Started] (開始方法) ページを通じて確認できます。
グローバルアクティビティは、すべての AWS のお客様で観察された DDoS イベントを表します。1 時
間に 1 回、AWS は過去 2 週間の情報を更新します。コンソールページでは、AWS リージョンごとに
分割され、ワールドヒートマップに表示された結果を確認できます。マップの横には、最大パケット攻
撃、最大ビットレート、最も一般的なベクトル、Shield の総数、脅威レベルなどの概要情報が表示され
ます。脅威レベルは、AWS が通常観察するものと比較した現在のグローバルアクティビティの評価で
す。デフォルトの脅威レベル値は [Normal] (通常) です。AWS は、昇格された DDoS アクティビティの
値を自動的に [High] (高) に更新します。
[Global threat dashboard] (グローバル脅威ダッシュボード) は、時系列メトリクスも提供し、期間の変更
を可能にします。重大な DDoS 攻撃の履歴を表示するには、ダッシュボードをカスタマイズして、最終
日から過去 2 週間までを表示できます。時系列メトリクスは、選択した時間枠の間に AWS で実行され
ているアプリケーションについて、AWS Shield によって検出されたすべてのイベントの最大ビットレー
ト、パケットレート、またはリクエストレートのビューを提供します。
• [Account activity] (アカウントアクティビティ) – この情報は、[Getting Started] (開始方法) ページで確認
できます。
アカウントアクティビティは、Shield Advanced による保護の対象となるリソースに関して Shield が
検出した DDoS イベントを明らかにします。毎日、Shield は前日の 00:00 UTC で終わる 1 年の概要メ
トリクスを作成し、イベントの合計、最大ビットレート、最大パケットレート、および最大リクエスト
レートを表示します。
• Shield がアプリケーションを宛先とするトラフィックで疑わしい属性を観察するたびに、合計イベ
ントメトリクスで反映されます。疑わしい属性には、通常のボリュームよりも大きいトラフィック、
アプリケーションの過去のプロファイルに一致しないトラフィック、有効なアプリケーショントラ
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フィック用に Shield で定義されているヒューリスティックに一致しないトラフィックが含まる場合が
あります。
• すべてのリソースで、最大ビットレートと最大のパケットレートの統計情報を使用できます。
• 最大リクエストレートの統計は、AWS WAF ウェブ ACL が関連付けられている Amazon CloudFront
ディストリビューションと Application Load Balancer でのみ利用できます。

Note
AWS Shield API オペレーション DescribeAttackStatistics を通じてアカウントレベルのイベン
トの概要にアクセスすることもできます。

AWS Shield Advanced のイベント
Shield Advanced をサブスクライブしてリソースを保護すると、AWS で実行中のリソースアプリケーショ
ンの追加の可視性機能にアクセスできます。これには、Shield Advanced によって検出されたイベントの
ほぼリアルタイムの通知や、検出されたイベントおよび緩和に関する追加情報が含まれます。
Shield Advanced は、Shield コンソールの [Events] (イベント) ページからイベントの概要と詳細を提供し
ます。上位レベルの [Events] (イベント) ページで、現在および過去のイベントの概要を確認できます。

AWS Shield コンソールでイベント情報にアクセスするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS WAF & Shield コンソール (https://
console.aws.amazon.com/wafv2/) を開きます。

2.

AWS Shield ナビゲーションペインの [Events] (イベント) を選択します。

コンソールの [Events] (イベント) ページにイベントが一覧表示されます。リストからイベントを選択する
と、そのイベントの概要と詳細にアクセスできます。
イベントが発生する前にリソースを保護する
DDoS 攻撃の対象となる前に、通常の予想トラフィックを受信している間に Shield Advanced でリソース
を保護することで、イベント検出の精度を向上させます。
保護されたリソースのイベントを正確に報告するには、Shield Advanced はまずそのリソースの想定され
るトラフィックパターンのベースラインを確立する必要があります。
• Shield Advanced は、少なくとも 15 分間保護されたリソースのインフラストラクチャレイヤーイベント
をレポートします。
• Shield Advanced は、少なくとも 24 時間保護されたリソースのウェブアプリケーションレイヤーイベン
トをレポートします。アプリケーションレイヤーのイベントの検出精度は、Shield Advanced が 30 日間
にわたって想定されるトラフィックをモニタリングした後に最適となります。

AWS Shield Advanced イベントの概要
Shield Advanced で保護したリソースのイベントに関する概要情報は、イベントのコンソールページに表
示されます。

Note
AWS Shield API オペレーション ListAttacks を通じて、保護されたリソースに関するイベントの
概要にアクセスすることもできます。
AWS Shield は、複数のディメンションに沿って保護されたリソースへのトラフィックを評価します。異常
が検出されると、Shield Advanced はイベントを作成します。イベントは単一のリソースに固有であるた
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め、複数のリソースが同時にターゲットとなる場合、[Events] (イベント) ページには、各リソースについ
て 1 つのイベントが一覧表示されます。また、Shield Advanced は、トラフィックの種類と設定された保
護に応じて、攻撃に対する緩和策を自動的に実施する場合があります。これらの緩和策により、過剰なト
ラフィックを受信したり、既知の DDoS 攻撃シグネチャに一致するトラフィックを受信したりしないよう
にリソースを保護できます。
イベントの概要に関する情報には次が含まれます。この情報の一部は、個々のイベントのページでのみ入
手できます。
• [Current status] (現在のステータス) - イベントの状態と Shield Advanced がイベントに対して実行した
アクションを示す値。ステータス値は、インフラストラクチャレイヤー (レイヤー 3 または 4) およびア
プリケーションレイヤー (レイヤー 7) のイベントに適用されます。
• [Identified (ongoing)] (識別済み (進行中)) および [Identified (subsided)] (識別済み (沈静化済み)) – こ
れらは、Shield Advanced がイベントを検出したが、これまでのところアクションを実行していない
ことを示します。[Identified (subsided)] (識別済み (沈静化済み)) は、Shield が検出した疑わしいトラ
フィックが介入なしに停止したことを示します。
• [Mitigation in progress] (緩和中) および [Mitigated] (緩和済み) – これらは、Shield Advanced がイベン
トを検出し、それに対してアクションが実行されたことを示します。[Mitigated] (緩和済み) は、ター
ゲットリソースが Amazon CloudFront ディストリビューションまたは Amazon Route 53 ホストゾー
ンであり、独自の自動インライン緩和機能がある場合にも使用されます。
• [Attack vectors] (攻撃ベクトル) - TCP SYN フラッドや Shield Advanced 検出ヒューリスティックなどの
DDoS 攻撃ベクトル (リクエストフラッドなど)。これらは DDoS 攻撃を示している場合があります。
• [Start time] (開始時刻) – 最初の異常なトラフィックデータポイントが検出された日時。
• [Duration or end time] (期間または終了時刻) – イベントの開始時刻から Shield Advanced が最後に観察
した異常なデータポイントまでの経過時間を示します。イベントが進行中であっても、これらの値は引
き続き増加します。
• [Protection] (保護) – リソースに関連付けられている Shield Advanced 保護に名前を付け、その保護ペー
ジへのリンクを提供します。これは、個々のイベントのページで確認できます。
• [Automatic application layer DDoS mitigation] (アプリケーションレイヤーの DDoS の自動緩和) - Shield
Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和がリソースのために有効になっているかどうかを
示すために、アプリケーションレイヤーの保護に使用されます。有効になっている場合、これは、設
定にアクセスして管理するためのリンクを提供します。これは、個々のイベントのページで確認できま
す。
• [Network layer automatic mitigation] (ネットワークレイヤーの自動緩和) – リソースがネットワークレイ
ヤーで自動緩和されているかどうかを示します。リソースにネットワークレイヤーコンポーネントがあ
る場合、これは有効になります。この情報は、個々のイベントのページで入手できます。
次のスクリーンショットは、[Events] (イベント) ページのイベントの概要リストの例を示しています。

次のスクリーンショットは、単一イベントのページ内のイベントの概要の例を示しています。
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頻繁にターゲットが設定されるリソースの場合、Shield は、さらに繰り返し発生するイベントを防ぐため
に、過剰なトラフィックが沈静化した後も緩和策をそのままにすることができます。

AWS Shield Advanced イベントの詳細
イベントのコンソールページの下部のセクションで、イベントの検出、緩和策、および上位のコントリ
ビューターに関する詳細を確認できます。このセクションには、正当なトラフィックと望ましくないも
のである可能性があるトラフィックが混在している可能性があり、保護されたリソースに渡されたトラ
フィックと Shield 緩和によってブロックされたトラフィックの両方が表われている場合があります。
• [Detection and mitigation] (検出と緩和): 観察されたイベントと、それに対して適用された緩和策に関す
る情報を提供します。イベントの緩和については、「DDoS イベントへの対応 (p. 506)」を参照してく
ださい。
• [Top contributors] (上位のコントリビューター) – イベントに関係するトラフィックを分類し、各カテゴ
リのトラフィックの主要なソースを一覧表示します。
Amazon CloudFront または Amazon Route 53 リソースには緩和メトリクスは含まれません。これらの
サービスは、常に有効になっている緩和システムによって保護されており、個別のリソース用の緩和策を
必要としないためです。
詳細セクションは、情報がインフラストラクチャ層またはアプリケーションレイヤーイベントのどちらに
関するものであるかによって異なります。

アプリケーションレイヤーのイベントの詳細
アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) イベントの場合、[Detection and mitigation] (検出と緩和) タブに
は、AWS WAF ログから取得した情報に基づく検出メトリクスが表示されます。緩和メトリクスは、望ま
しくないトラフィックをブロックするように設定された、関連付けられたウェブ ACL の AWS WAF ルー
ルに基づいています。緩和ルールが有効になる前に沈静化するイベントトラフィックは、緩和メトリクス
に表れません。これにより、検出グラフに表示されるウェブリクエストのトラフィックと、緩和グラフに
表示される許可およびブロックメトリクスが異なることがあります。
アプリケーションレイヤーリソースでは、ウェブ ACL で独自の緩和ルールを定義することを選択した
り、Shield Response Team (SRT) にサポートをリクエストしたり、Amazon CloudFront ディストリ
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ビューションの場合は Shield Advanced を設定して自動緩和を適用したりできます。これらのオプション
については、「DDoS イベントへの対応 (p. 506)」を参照してください。
アプリケーションレイヤーイベントの [Top contributors] (上位のコントリビューター) タブには、発信元
IP、発信元の国、宛先 URL などのディメンションで分類された、イベントに対する上位 5 位のコントリ
ビューターが表示されます。
コントリビューターに関する情報は、正当なトラフィックと望ましくない可能性があるトラフィックの両
方に対するリクエストに基づいています。大量のイベントやリクエストソースが高度に分散されていない
イベントは、識別可能な上位のコントリビューターを持っている可能性が比較的高いです。大幅に分散し
た攻撃では、任意の数のソースが存在する可能性があり、攻撃の上位のコントリビューターを特定するこ
とが困難です。Shield Advanced が特定のカテゴリの重要なコントリビューターを特定しない場合、デー
タは利用不可として表示されます。

インフラストラクチャレイヤーのイベントの詳細
インフラストラクチャレイヤー (レイヤー 3 または 4) イベントの場合、[Detection and mitigation] (検出
と緩和) タブには、サンプリングされたネットワークフローに基づく検出メトリクスと、緩和システムに
よって観察されたトラフィックに基づく緩和メトリクスが表示されます。緩和メトリクスは、リソースへ
のトラフィックをより正確に測定します。
Shield が緩和策を行う前に沈静化するイベントトラフィックは、緩和メトリクスに表れません。これによ
り、検出グラフに表示されるトラフィックと、緩和グラフに表示されるパスおよびドロップメトリクスが
異なることがあります。
Shield は、保護されたリソースタイプである Elastic IP (EIP)、Classic Load Balancer (CLB)、Application
Load Balancer (ALB)、および AWS Global Accelerator 標準アクセラレーターの緩和策を自動的に作成しま
す。EIP アドレスと AWS Global Accelerator 標準アクセラレーターの緩和メトリクスは、渡されたパケッ
トとドロップされたパケットの数を示します。
インフラストラクチャレイヤーイベントの [Top contributors] (上位のコントリビューター) タブには、いく
つかのトラフィックディメンションで最大 100 の上位のコントリビューターに関するメトリクスが一覧表
示されます。詳細には、少なくとも 5 つの重要なトラフィックソースを特定できる任意のディメンション
のネットワークレイヤープロパティが含まれます。トラフィックのソースの例としては、ソース IP とソー
ス ASN があります。
コントリビューターメトリクスは、正当なトラフィックと望ましくない可能性があるトラフィックの両方
についてサンプリングされたネットワークフローに基づいています。大量のイベントやトラフィックソー
スが高度に分散されていないイベントは、識別可能な上位のコントリビューターを持っている可能性が比
較的高いです。大幅に分散した攻撃では、任意の数のソースが存在する可能性があり、攻撃の上位のコン
トリビューターを特定することが困難です。Shield が特定のメトリクスまたはカテゴリの重要なコントリ
ビューターを特定しない場合、データは利用不可として表示されます。
インフラストラクチャレイヤー DDoS 攻撃では、トラフィックソースがスプーフィングまたはリフレクト
される可能性があります。スプーフィングされたソースは、攻撃者によって意図的に偽造されます。反映
されたソースは、検出されたトラフィックの実際のソースですが、攻撃に積極的に参加しているわけでは
ありません。例えば、攻撃者は、通常は正当なインターネット上のサービスの攻撃を反射して、ターゲッ
トに対する大規模で増幅されたトラフィックのフラッドを生成する可能性があります。この場合、ソース
情報は、有効ではあるものの、実際の攻撃元ではない可能性があります。これらの要因により、パケット
ヘッダーに基づいてソースをブロックする緩和技術の実行可能性が制限される可能性があります。

AWS Shield Advanced Amazon CloudWatch メトリク
ス
Shield Advanced は、保護するすべてのリソースの Amazon CloudWatch イベントのメトリクスを発行し
ます。これらのメトリクスにより、リソースに関する CloudWatch ダッシュボードとアラームを作成およ
び設定できるようになるため、それらのリソースをより良くモニタリングできます。
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Shield Advanced の Amazon CloudWatch メトリクス
メトリクス

説明

DDoSDetected

特定の Amazon リソースネーム (ARN) の DDoS イ
ベントを示します。このメトリクスの値は、イベ
ント中は 1、それ以外の場合は 0 です。

DDoSAttackBitsPerSecond

特定の ARN の DDoS イベントの発生中に観察さ
れたバイト数。このメトリクスは、ネットワーク
およびトランスポートレイヤー (レイヤー 3 または
4) の DDoS イベントにのみ使用できます。このメ
トリクスの単位はビットです。

DDoSAttackPacketsPerSecond

特定の ARN の DDoS イベントの発生中に観察さ
れたパケット数。このメトリクスは、ネットワー
クおよびトランスポートレイヤー (レイヤー 3 また
は 4) の DDoS イベントにのみ使用できます。この
メトリクスの単位はパケットです。

DDoSAttackRequestsPerSecond

特定の ARN の DDoS イベントの発生中に観察さ
れたリクエスト数。このメトリクスは、アプリ
ケーションレイヤー (レイヤー 7) の DDoS イベン
トでのみ使用できます。このメトリクスの単位は
リクエストです。

CloudWatch メトリクスに記録するイベントがない場合、毎日 1 回、Shield Advanced はゼロ値のメトリク
スを発行します。これにより、メトリクスがアクティブに維持され、カスタム CloudWatch アラームおよ
びダッシュボードで使用できます。
注意が必要な状況を通知するアラームを作成することをお勧めします。開始点として、DDoSDetected メ
トリクスがゼロ以外の場合にレポートする保護されたリソースごとにアラームを作成できます。このメト
リクスのゼロ以外の値は、DDoS 攻撃が進行中であることを必ずしも意味するわけではありませんが、メ
トリクスがこの状態にある場合は、リソースのステータスを詳しく調べることをお勧めします。
リクエストフラッドについては、アプリケーションのヘルスやウェブリクエストの量などの要素も考慮す
る複合チェックのアラームを作成することをお勧めします。さまざまな攻撃ベクトルディメンションのト
ラフィック量について報告する他の 3 つのメトリクスでアラームを設定できます。アプリケーションの容
量を考慮し、トラフィックがアプリケーションの制限に近づいたときにアラームを発信することで、望ま
しくないノイズを過剰に発生させることなく、必要に応じて通知する一連のルールを作成できます。
緩和および上位コントリビューターメトリクス、メトリクスのディメンション、およびアラームの作成に
関する情報など、Shield Advanced メトリクスに関する追加情報については、「AWS Shield Advanced の
メトリクスおよびアラーム (p. 532)」を参照してください。

アカウント全体にわたるイベントの可視性
AWS Firewall Manager および AWS Security Hub を使用して、複数のアカウントで AWS Shield
Advanced の保護されたリソースを管理およびモニタリングできます。
Firewall Manager を使用すると、すべてのアカウントで DDoS 保護のコンプライアンスを報告および適用
する Shield Advanced セキュリティポリシーを作成できます。Firewall Manager は、Shield Advanced ポ
リシーの対象となる新しいリソースへの保護の追加を含め、保護されたリソースをモニタリングします。
Firewall Manager を AWS Security Hub と統合して、Firewall Manager が Shield Advanced セキュリティ
ポリシーに準拠していないリソースを識別したときに、Shield Advanced および Firewall Manager のコン
プライアンスの検出結果によって検出された DDoS イベントをレポートする単一のダッシュボードを表示
できます。
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次の図は、Firewall Manager とSecurity Hub を使用して Shield Advanced で保護されたリソースをモニタ
リングする一般的なアーキテクチャを示しています。

Firewall Manager と Security Hub を統合すると、AWS で実行するアプリケーションの他のアラートやコ
ンプライアンスステータス情報とともに、セキュリティの検出結果を 1 か所で表示できます。
次のスクリーンショットは、このタイプの統合時に Security Hub コンソール内で Shield Advanced イベン
トについて表示される情報を強調するためのものです。

Firewall Manager と Security Hub を Shield Advanced と統合して、保護されたアカウント全体でイベン
トとコンプライアンスのモニタリングを一元化する方法については、「Set up centralized monitoring for
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DDoS events and auto-remediate noncompliant resources」(DDoS イベントの一元化されたモニタリング
を設定し、非準拠のリソースを自動修復する) の AWS セキュリティブログを参照してください。

DDoS イベントへの対応
AWS は、ネットワークおよびトランスポートレイヤー (レイヤー 3 およびレイヤー 4) Distributed Denial
of Service (DDoS) 攻撃を自動的に緩和します。Shield Advanced を使用して Amazon EC2 インスタンスを
保護する場合、攻撃を受けている最中に、Shield Advanced は、Amazon VPC ネットワーク ACL を AWS
ネットワークの境界に自動的にデプロイします。これにより、Shield Advanced は、大規模な DDoS イベ
ントに対する保護を提供できます。ネットワーク ACL の詳細については、「ネットワーク ACL」を参照
してください。
アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) DDoS 攻撃の場合、AWS は、検出、および CloudWatch アラー
ムを通じた AWS Shield Advanced のお客様への通知を試みます。デフォルトでは、有効なユーザートラ
フィックが誤ってブロックされないように、緩和策は自動的に適用されません。
アプリケーションレイヤー (レイヤー 7) リソースでは、攻撃に対応するために次のオプションを使用でき
ます。
• [Provide your own mitigations] (独自の緩和策を提供する) – 独自に攻撃を調査して緩和することができま
す。詳細については、「アプリケーションレイヤー DDoS 攻撃の手動による緩和 (p. 507)」を参照し
てください。
• [Contact support] (サポートに問い合わせる) – Shield Advanced をご利用の場合は、AWS Support
Center に問い合わせて緩和に関するサポートを受けることができます。重大かつ緊急のケースは DDoS
エキスパートに直接、ルーティングされます。詳細については、「アプリケーションレイヤー DDoS 攻
撃を受けている最中のサポートセンターへの問い合わせ (p. 506)」を参照してください。
さらに、攻撃が発生する前に、次の緩和オプションをプロアクティブに有効にできます。
• [Automatic mitigations on Amazon CloudFront distributions] (Amazon CloudFront ディストリビューショ
ンでの自動緩和) - このオプションを使用すると、Shield Advanced は、ウェブ ACL で緩和ルールを定義
および管理します。アプリケーションレイヤーの自動緩和の詳細については、「Shield Advanced アプ
リケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。
• [Proactive engagement] (プロアクティブな関与) – いずれかのアプリケーションに対する大規模なアプリ
ケーションレイヤーの攻撃を AWS Shield Advanced が検出すると、SRT はプロアクティブにユーザー
に連絡できます。SRT は DDoS イベントをトリアージし、AWS WAF 緩和策を作成します。SRT はお
客様に連絡し、お客様の同意を得て、AWS WAF ルールを適用することができます。このオプションの
詳細については、「プロアクティブな関与の設定 (p. 474)」を参照してください。

アプリケーションレイヤー DDoS 攻撃を受けている最
中のサポートセンターへの問い合わせ
AWS Shield Advanced のお客様は、AWS Support Center に問い合わせて、緩和に関するサポートを受け
ることができます。重大かつ緊急のケースは DDoS エキスパートに直接、ルーティングされます。AWS
Shield Advanced では、複雑なケースを AWS Shield Response Team (SRT) にエスカレートできま
す。DRT には、AWS、Amazon.com、およびその子会社の保護において豊富な経験があります。SRT 関
数の詳細については、「Shield Response Team (SRT) のサポート (p. 472)」を参照してください。
Shield Response Team (SRT) のサポートを受けるには、AWS Support Center に問い合わせてください。
ケースへの応答時間は、選択した重要度と応答回数によって異なります (「AWS Support プラン」ページ
を参照)。
次のオプションを選択してください。
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• ケースタイプ: テクニカルサポート
• サービス: Distributed Denial of Service (DDoS)
• カテゴリ: AWS への着信
• 重要度: 適切なオプションを選択してください
サポートに問い合わせた場合は、AWS Shield Advanced を使用していて DDoS 攻撃を受けた可能性があ
ると担当者に説明してください。担当者がお客様の問い合わせを適切な DDoS エキスパートに取り次ぎま
す。[Distributed Denial of Service (DDoS)] サービスタイプを使用して AWS Support Center でケースを開
いた場合は、チャットや電話で DDoS エキスパートと直接お話しいただけます。DDoS サポートエンジニ
アは、攻撃の特定を支援し、AWS アーキテクチャの改善策を提案するほか、AWS のサービスでの DDoS
攻撃の緩和のためのガイダンスを提供します。
アプリケーションレイヤー攻撃の場合、SRT は疑わしいアクティビティを分析するのをサポートします。
リソースについて自動緩和が有効になっている場合、SRT は Shield Advanced が攻撃に対して自動的
に実施している緩和策を確認できます。いずれの場合でも、SRT は問題の確認と緩和をサポートできま
す。SRT が推奨する緩和策では、多くの場合、アカウントの AWS WAF ウェブアクセスコントロールリス
ト (ウェブ ACL) の SRT による作成または更新が必要となります。SRT がこの作業を行うには、お客様の
許可が必要となります。

Important
AWS Shield Advanced の有効化の一環として、「Shield Response Team (SRT) のためのアクセ
ス権の設定 (p. 473)」のステップに従って、攻撃を受けている最中に SRT がサポートするため
に必要な許可を SRT に事前予防的に提供しておくことをお勧めします。事前に許可を付与するこ
とで、実際に攻撃が発生した場合の遅延を防ぐことができます。
SRT は、DDoS 攻撃を分類して、攻撃シグネチャとパターンを識別できるようにお客様を支援します。お
客様の同意を得られると、SRT は攻撃を緩和するための AWS WAF ルールを作成してデプロイします。
また、緩和策を確認したり、カスタム緩和策を開発してデプロイしたりするために、攻撃の可能性が生じ
る前であっても、または生じている最中に SRT に問い合わせることもできます。例えば、ウェブアプリ
ケーションを実行していて、ポート 80 と 443 だけを開く必要がある場合は、SRT と連携してポート 80
と 443 だけを [Allow] (許可) するようにウェブ ACL を事前設定できます。
SRT への連絡と承認はアカウントレベルで行います。つまり、Firewall Manager Shield Advanced ポリ
シー内で Shield Advanced を使用する場合、アカウント所有者 (Firewall Manager 管理者ではない) は SRT
にサポートを依頼する必要があります。Firewall Manager 管理者は、所有しているアカウントに関しての
み SRT に問い合わせることができます。

アプリケーションレイヤー DDoS 攻撃の手動による緩
和
リソースのイベントページのアクティビティが DDoS 攻撃を表していると判断した場合は、ウェブ ACL
に独自の AWS WAF ルールを作成して、攻撃を緩和できます。これは、Shield Advanced をご利用でない
お客様が利用できる唯一のオプションです。AWS WAF は追加費用なしで AWS Shield Advanced に含ま
れています。ウェブ ACL でのルール作成の詳細については、「ウェブアクセスコントロールリスト (ウェ
ブ ACL) (p. 13)」を参照してください。
AWS Firewall Manager を使用する場合は、Firewall Manager AWS WAF ポリシーに AWS WAF ルールを
追加できます。

アプリケーションレイヤー DDoS 攻撃の可能性がある状況を手動で緩和するには
1.

異常な動作に一致する条件を使用して、ウェブ ACL にルールステートメントを作成します。まず、一
致するリクエストをカウントするように設定します。ウェブ ACL およびルールステートメントの設定
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については、「ウェブ ACL ルールおよびルールグループの評価 (p. 14)」および「AWS WAF 保護の
テストとチューニング (p. 199)」を参照してください。

Note
最初に Block の代わりにルールアクション Count を使用して、常に最初にルールをテスト
してください。新しいルールが正しいリクエストを識別していることを確認した後、リクエ
ストをブロックするためにそれらを変更できます。
2.

リクエスト数をモニタリングして、一致するリクエストをブロックするかどうかを決定します。リク
エストの量が異常に多い状況が継続しており、そのような状況を引き起こしているリクエストをルー
ルがキャプチャしていると確信できる場合は、ウェブ ACL のルールを変更してそのリクエストをブ
ロックします。

3.

イベントページのモニタリングを続行して、トラフィックが希望どおりに処理されるようにします。

AWS には、事前設定されたテンプレートが用意されています。テンプレートには、ウェブベースの一般的
な攻撃をブロックするために使用する一連の AWS WAF ルールが含まれており、これをカスタマイズする
こともできます。詳細については、「AWS WAF セキュリティオートメーション」を参照してください。

AWS Shield Advanced でクレジットをリクエスト
する
AWS Shield Advanced をサブスクライブしていて、Shield Advanced で保護されたリソースの使用量を
多くする DDoS 攻撃が発生した場合は、Shield Advanced によって緩和されない範囲で、使用量の増加
に関連する料金のクレジットをリクエストできます。クレジットは、Amazon CloudFront HTTP/HTTPS
リクエスト、CloudFront データ転送 (OUT)、Amazon Route 53 クエリ、AWS Global Accelerator 標準ア
クセラレーターのデータ転送、Application Load Balancer のロードバランサー容量ユニット、保護された
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの使用量の急増の料金についてのみ利用でき
ます。
クレジットをリクエストするための前提条件
クレジットの付与を受けるための要件を満たすには、攻撃が始まる前に、次のことを完了している必要が
あります。
• クレジットをリクエストするリソースに Shield Advanced 保護を追加しておく必要があります。攻撃を
受けている最中に追加された保護対象リソースは、コスト保護の対象外です。

Note
AWS アカウント で Shield Advanced を有効にしても、個々のリソースの Shield Advanced 保
護が自動的に有効になるわけではありません。
Shield Advanced を使用して AWS リソースを保護する方法の詳細については、「AWS リソースへの
AWS Shield Advanced 保護の追加 (p. 493)」を参照してください。
• 該当する CloudFront および Application Load Balancer で保護されたリソースについては、AWS
WAF ウェブ ACL を関連付け、ウェブ ACL にレートベースのルールを実装している必要がありま
す。AWS WAF レートベースのルールを作成する方法については、「レートベースのルールステートメ
ント (p. 97)」を参照してください。ウェブ ACL を AWS リソースに関連付ける方法については、「ウェ
ブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) (p. 13)」を参照してください。
• DDoS 攻撃を受けている最中のコストが最小限に抑えられるようにアプリケーションを設定するには、
「AWS Best Practices for DDoS Resiliency」(DDoS レジリエンシーに関する AWS のベストプラクティ
ス) の適切なベストプラクティスを実装しておく必要があります。
クレジットの申請方法
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クレジットの付与を受けるための要件を満たすには、攻撃が発生した請求月末から 15 日以内にクレジッ
トリクエストを送信する必要があります。
クレジットを申請するには、AWS Support Center を通じて請求ケースを提出してください。リクエストに
は次の内容を含めます。
• 件名の「DDoS Concession」という文字
• クレジットをリクエストしている各イベントまたは可用性の中断の日時
• 影響を受けた AWS のサービスと特定のリソース
リクエストを送信すると、AWS Shield Response Team (SRT) は、DDoS 攻撃が発生したかどうか、発生
した場合は、保護されたリソースが DDoS 攻撃を吸収するためにスケールしたかどうかを検証します。保
護されたリソースが DDoS 攻撃を吸収するようにスケールしたと AWS が判断した場合、DDoS 攻撃が原
因であると AWS が判断したトラフィックのその部分について、AWS はクレジットを発行します。クレ
ジットは 12 か月間有効です。

AWS Shield サービスの利用におけるセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう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。

Note
このセクションでは、AWS Shield のサービスとその AWS リソース (Shield Advanced 保護など)
を使用するための標準的な AWS セキュリティガイダンスを提供します。
Shield および Shield Advanced を使用して、Amazon CloudFront ディストリビューションや
Application Load Balancer などの AWS リソースを Distributed Denial of Service (DDoS) 攻撃から
保護するためのガイダンスについては、「AWS Shield ガイド」の残りの部分を参照してくださ
い。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、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審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。Shield に適用するコンプライアンスプログラムの
詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してく
ださい。
• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
このドキュメントは、Shield 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、セキュリティとコンプライアンスの目的を達成するために Shield を設定する方法を示
します。Shield リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の 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
• Shield でのデータ保護 (p. 510)
• AWS Shield Advanced での Identity and Access Management (p. 510)
• Shield でのログ記録とモニタリング (p. 523)
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• Shield のコンプライアンス検証 (p. 524)
• Shield の回復力 (p. 524)
• AWS Shield でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 524)

Shield でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Shield でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよう
に、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を担い
ます。ご利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任
があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タスクが含ま
れます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された AWS 責任共有モデ
ルおよび GDPR のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、そ
れぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータ
を保護することをお勧めします:
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
• 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) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で Shield または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使用する
自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの URL を
提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないように強くお
勧めします。q
Shield のエンティティ (保護など) は、中国 (北京) や中国 (寧夏) など、暗号化が利用できない特定のリー
ジョンを除き、保管時に暗号化されます。リージョンごとに一意の暗号化キーが使用されます。

AWS Shield Advanced での Identity and Access
Management
AWS Shield Advanced 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、AWS Shield
Advanced リソースまたは Amazon S3 バケットなどの AWS リソースにアクセスするための許可が必要で
す。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) および Shield Advanced を使用し
て、リソースへのアクセスを保護する方法について詳しく説明します。
• 認証 (p. 511)
• アクセスコントロール (p. 512)
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認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー - AWS アカウント を作成する際は、アカウント内のすべての AWS
のサービス とリソースに対する完全なアクセス権を持つ 1 つのサインイン ID を使用して開始します。
この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレス
とパスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザー
を使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルート
ユーザーのみが実行できるタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタス
クの完全なリストについては、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」
を参照してください。
• IAM ユーザー - IAM ユーザーは、特定のカスタムの許可 (Shield Advanced でルールを作成する許可
など) を持つ AWS アカウント内のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパスワードは、AWS
Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または AWS Support センターなどのセ
キュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、 SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI)を使用してプログラム的に AWS の
サービスにアクセスするときに使用できます。SDK と CLI ツールでは、アクセスキーを使用してリクエ
ストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があり
ます。Shield Advanced では、署名バージョン 4 がサポートされています。これは、インバウンド API
リクエストを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、「AWS の全般リ
ファレンス」の「署名バージョン 4 署名プロセス」を参照してください。
• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、
ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション ID に許可を割り当てるには、ロールを作成し
てそのロールの許可を定義します。フェデレーション ID が認証されると、その ID はロールに関連付
けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM
ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party Identity Provider」(サードパーティーアイデン
ティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使
用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御する
ため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可
セットの詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ドの「アクセス権限セット」を参照してください。
• AWS のサービスアクセス - サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行する
ために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除で
きます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロールの
作成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
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ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、許可が付与されている場合を除き、AWS Shield
Advanced リソースの作成やアクセスはできません。例えば、Shield Advanced 保護を作成したり、攻撃を
一覧表示したりするための許可が必要です。
次のセクションでは、AWS Shield Advanced の許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセ
クションを読むことをお勧めします。
• AWS Shield Advanced リソースに対する許可の管理の概要 (p. 512)
• AWS Shield Advanced でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 516)
• API アクションのために Shield Advanced で必要な許可 (p. 520)

AWS Identity and Access Management
Shield Advanced には AWS Identity and Access Management (IAM) が統合されています。このサービスを
組織で利用すると、次のことを実行できます。
• 組織の AWS アカウント でユーザーとグループを作成する
• AWS アカウント のリソースをアカウントのユーザーと共有する
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てる
• サービスとリソースへのユーザーアクセスを制御する
例えば、Shield Advanced で IAM を使用して、AWS アカウント のどのユーザーが新しいウェブ ACL を作
成できるかを制御できます。
IAM の一般的な情報については、次のドキュメントを参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM 開始方法ガイド
• IAM ユーザーガイド

AWS Shield Advanced リソースに対する許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチできます。一部のサービスは、許可ポリシーをリソースにア
タッチすることができます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
許可を付与する場合、許可を取得するユーザー、取得する許可の対象となるリソース、およびそれらのリ
ソースに対して許可される特定のオペレーションを決定します。
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トピック
• AWS Shield Advanced リソースおよびオペレーション (p. 513)
• リソース所有権について (p. 513)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 514)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 515)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 516)

AWS Shield Advanced リソースおよびオペレーション
AWS Shield Advanced では、リソースは保護と攻撃です。これらのリソースには、次の表に示すとおり、
一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられています。
AWS Shield
Advanced コン
ソールでの名前

AWS Shield
Advanced SDK/
CLI での名前

ARN 形式

イベントまたは
攻撃

AttackDetail

arn:aws:shield::account:attack/ID

保護

Protection

arn:aws:shield::account:protection/
ID

Shield Advanced リソースのサブセットへのアクセスを許可または拒否するには、ポリシーの resource
要素にリソースの ARN を含めます。Shield Advanced の ARN の形式は次のとおりです。
arn:aws:shield::account:resource/ID

account、resource、および ID 変数を有効な値に置き換えます。有効な値は次のとおりです。
• [account] (アカウント): AWS アカウント の ID。値を指定する必要があります。
• ####: Shield Advanced リソースのタイプ。
• ID: Shield Advanced リソースの ID、または ワイルドカード (*)。ワイルドカードは、指定した AWS ア
カウント に関連付けられている、指定したタイプのすべてのリソースを示します。
例えば、次の ARN はアカウント 111122223333 のすべての保護を指定します。
arn:aws:shield::111122223333:protection/*

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「リソース」を参照してください。
AWS Shield Advanced では、Shield Advanced リソースを操作する一連のオペレーションが用意されてい
ます。可能なオペレーションのリストについては、「アクション」を参照してください。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース 所有者とは、リソース
の作成リクエストを認証する プリンシパルエンティティ (ルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM
ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組みを示しています。
• AWS アカウント のルートアカウントの認証情報を使用して Shield Advanced リソースを作成する
と、AWS アカウント はそのリソースの所有者になります。
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• AWS アカウント で IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに Shield Advanced リソースを作成するため
の許可を付与すると、ユーザーは Shield Advanced リソースを作成できます。ただし、ユーザーが属す
るお客様の AWS アカウント が Shield Advanced リソースを所有します。
• Shield Advanced リソースを作成する許可を持つ AWS アカウント に IAM ロールを作成する場合は、
ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーも Shield Advanced リソースを作成できます。ロー
ルが属するお客様の AWS アカウント が Shield Advanced リソースを所有します。
• AWS Shield Advanced では、特定のリソースに関連付けられた保護を作成したり、攻撃を記述したり
するには、 リソースへのアクセスに加えて、Shield Advanced リソース自体にアクセスする必要があり
ます。例えば、Amazon CloudFront ディストリビューションの保護を作成するには、ユーザーにはそ
のディストリビューションを保護するための読み取りアクセス権が必要です。CloudFront ディストリ
ビューションに対する攻撃を記述するには、そのディストリビューションへの読み取りアクセス権が必
要です。

リソースへのアクセスの管理
許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、許可のポリシーを作成
するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS Shield Advanced のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーショ
ンについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシー構文
の詳細と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレンス」を参照
してください。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシーと呼ばれ、リ
ソースに関連付けられたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS Shield Advanced で
は、アイデンティティベースのポリシーのみがサポートされています。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 514)
• リソースベースのポリシー (p. 515)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーをアタッチする – アカウント管理者は、特定の
ユーザーに関連付けられる許可ポリシーを使用して、そのユーザーに Shield Advanced リソースの作成
を許可する許可を付与することができます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) – アイデンティティベースの許
可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例え
ば、アカウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS
のサービスにクロスアカウント許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. 次に、アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける許可を委任できま
す。これにより、アカウント B のユーザーは、アカウント A のリソースを作成またはアクセスでき
ます。AWS のサービスにロールを引き受ける許可を付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパルは
AWS のサービスのプリンシパルにもなります。
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IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
AWS Shield はクロスアカウントリソースアクセスを許可しますが、クロスアカウントリソース保護を作
成することはできません。リソースの保護は、それらのリソースを所有するアカウント内からのみ作成
できます。
すべてのリソースの shield:ListProtections アクションの許可を付与するポリシーの例を次に示し
ます。Shield Advanced は、一部の API アクションについて、リソース ARN (リソースレベルの許可と呼
ばれる) を使用した特定のリソースの識別をサポートしていません。そのため、ワイルドカード文字 (*) を
指定する必要があります。
{

}

"Version": "2016-06-02",
"Statement": [
{
"Sid": "ListProtections",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:ListProtections"
],
"Resource": "*"
}
]

Shield Advanced でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「AWS Shield
Advanced でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 516)」を参照してくだ
さい。ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM アイデン
ティティ(ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例え
ば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対する許可を管理できます。AWS Shield
Advanced はリソースベースのポリシーをサポートしていません。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル
AWS Shield Advanced リソースごとに (「AWS Shield Advanced リソースおよびオペレーショ
ン (p. 513)」を参照)、サービスは一連の API オペレーションを定義します (「API アクションのために
Shield Advanced で必要な許可 (p. 520)」を参照)。こうした API オペレーションへの許可を付与するた
めに、Shield Advanced はポリシーに定義できる一連のアクションを定義します。API オペレーションを
実行する場合には、複数のアクションに対する許可が必要になることがあります。特定のアクションの許
可を付与した場合は、アクションを許可または拒否するリソースを識別します。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用す
るリソースを識別します。詳細については、「AWS Shield Advanced リソースおよびオペレーショ
ン (p. 513)」を参照してください。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペ
レーションを識別します。例えば、shield:CreateRuleGroup 許可は、AWS Shield Advanced
CreateRuleGroup オペレーションの実行をユーザーに許可します。
• [Effect] (効果) - ユーザーが特定のアクションをリクエストする時の効果を指定します。これは許可また
は拒否とすることができます。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙
的に拒否されます。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセ
スが許可されている場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
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• [Principal] (プリンシパル) - アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチ
されているユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。AWS Shield Advanced では、リソースベース
のポリシーはサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。
すべての AWS Shield Advanced API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「API ア
クションのために Shield Advanced で必要な許可 (p. 520)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Shield Advanced に固有の条件キーはあ
りません。ただし、一般的な AWS の条件キーを必要に応じて使用できます。AWS キーの完全な一覧につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS Shield Advanced でアイデンティティベースのポリシー
(IAM ポリシー) を使用する
このセクションでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に許可ポ
リシーをアタッチし、それによって AWS Shield Advanced リソースでオペレーションを実行する許可を付
与する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
初めに、AWS Shield Advanced リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオ
プションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「AWS Shield Advanced リソースに対する許可の管理の概要 (p. 512)」を参照してください。
すべての AWS Shield Advanced API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「API ア
クションのために Shield Advanced で必要な許可 (p. 520)」を参照してください。

トピック
• AWS Shield Advanced コンソールの使用に必要な許可 (p. 516)
• AWS Shield Advanced の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 516)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 517)

AWS Shield Advanced コンソールの使用に必要な許可
AWS Shield Advanced コンソールは、Shield Advanced リソースの作成および管理のための統合された環
境を提供します。コンソールには、「API アクションのために Shield Advanced で必要な許可 (p. 520)」
に説明されている API 固有の許可に加えて、Shield Advanced リソースの作成許可を必要とすることが多
い機能やワークフローが多数あります。コンソールのこれらその他の許可の詳細については、「カスタ
マーマネージドポリシーの例 (p. 517)」を参照してください。

AWS Shield Advanced の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなく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「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
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AWS Shield は、AWS マネージドポリシー AWSShieldDRTAccessPolicy を使用します。このマネージ
ドポリシーは、アカウントへの Shield Response Team (SRT) アクセスを許可するために使用できます。
これにより、SRT はアカウントに対してアクションを実行し、AWS WAF ルールと Shield 保護を管理で
きます。これを使用するには、ロールを作成して Shield API オペレーションに渡し、SRT ロールを関連
付けます。API では、これは AssociateDRTRole です。CLI では、associate-drt-role です。この
ポリシーの詳細については、「(オプション) AWS SRT サポートを設定する (p. 472)」を参照してくださ
い。
Shield Advanced は、アカウントのためのアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和リソースを管理す
るために必要な許可に AWS マネージドポリシー AWSShieldServiceRolePolicy を使用します。こ
れにより、Shield Advanced は、DDoS 攻撃に自動的に対応するために、保護されたリソースに関連付け
たウェブ ACL に AWS WAF ルールとルールグループを作成して適用できます。これを使用するには、
ロールを作成して Shield Advanced API オペレーションに渡し、アプリケーションレイヤーの自動応答
を有効にします。API では、これは EnableApplicationLayerAutomaticResponse です。CLI で
は、enable-application-layer-automatic-response です。このポリシーの使用の詳細について
は、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。

Note
これらの AWS マネージド許可ポリシーについては、IAM コンソールにサインインしてポリシー
を検索することで確認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、AWS Shield Advanced API オペレーションとリソースのための
許可を許可することもできます。これらのカスタムポリシーを、それらの許可を必要としている IAM ユー
ザーまたはグループにアタッチしたり、Shield Advanced リソース用に作成したカスタム実行ロール (IAM
ロール) にアタッチしたりできます。

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションの例では、ユーザーにアタッチできるサンプルポリシーのグループが用意されています。
ポリシーを作成するのが初めての場合は、お客様のアカウントに IAM ユーザーを作成し、このセクション
のステップで説明している順番でポリシーをそのユーザーにアタッチすることをお勧めします。
コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポリシーの効果を検証できます。最初
は、ユーザーに許可が付与されていないため、コンソール使用して何もできません。ユーザーにポリシー
をアタッチすることで、ユーザーがコンソールで多様なオペレーションを実行できることを検証できま
す。
2 つのブラウザウィンドウを使用することをお勧めします。1 つでユーザーを作成して許可を付与し、も
う 1 つでユーザーの認証情報を使用して AWS Management Console にサインインして、許可をユーザー
に付与するごとに検証します。
Shield Advanced リソースの実行ロールとして使用する IAM ロールの作成例については、「IAM ユーザー
ガイド」の「IAM ロールの作成」を参照してください。

サンプルトピック
• 例 1: Shield Advanced、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユーザーに付
与する (p. 518)
• 例 2: Shield Advanced、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与す
る (p. 518)

IAM ユーザーを作成する
まず、IAM ユーザーを作成し、管理者許可を持つ IAM グループにユーザーを追加したら、作成した IAM
ユーザーに管理者許可を付与する必要があります。これにより、特別な URL とそのユーザーの認証情報を
使用して AWS にアクセスできます。
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手順については、「IAM ユーザーガイド」の「最初の IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照して
ください。

例 1: Shield Advanced、CloudFront、および CloudWatch への読み取り専用アクセス権をユー
ザーに付与する
次のポリシーでは、Amazon CloudFront リソースや Amazon CloudWatch メトリクスなど、Shield
Advanced の関連付けられたリソースへの読み取り専用アクセスをユーザーに付与します。これは、Shield
Advanced 保護と攻撃の設定を表示したり、CloudWatch でメトリクスをモニタリングする許可が必要な
ユーザーにとって役立ちます。これらのユーザーは、Shield Advanced リソースを作成、更新、または削
除することはできません。
{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:List*",
"elasticloadbalancing:List*",
"route53:List*",
"cloudfront:Describe*",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"route53:Describe*",
"cloudwatch:Describe*",
"cloudwatch:Get*",
"cloudwatch:List*",
"cloudfront:GetDistribution*",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
"arn:aws:cloudfront::*:*",
"arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
"arn:aws:globalaccelerator::*:*"
]
},
{
"Sid": "ShieldReadOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:List*",
"shield:Describe*",
"shield:Get*"
],
"Resource": "*"
}

例 2: Shield Advanced、CloudFront、および CloudWatch へのフルアクセス権をユーザーに付与
する
次のポリシーにより、ユーザーは Shield Advanced オペレーションを実行し、CloudFront ウェブディスト
リビューションで任意のオペレーションを実行して、CloudWatch でメトリクスとリクエストのサンプル
をモニタリングできます。これは、Shield Advanced 管理者であるユーザーにとって便利です。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

]

"Statement": [
{
"Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:List*",
"elasticloadbalancing:List*",
"route53:List*",
"cloudfront:Describe*",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"route53:Describe*",
"cloudwatch:Describe*",
"cloudwatch:Get*",
"cloudwatch:List*",
"cloudfront:GetDistribution*",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
"arn:aws:cloudfront::*:*",
"arn:aws:route53:::hostedzone/*",
"arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
"arn:aws:globalaccelerator::*:*"
]
},
{
"Sid": "ShieldFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"shield:*"
],
"Resource": "*"
}

管理者許可を持つユーザーに対しては多要素認証 (MFA) を設定することを強くお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS でのMulti-Factor Authentication (MFA) の使用」を参照してくだ
さい。

AWS Shield Advanced 用の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS
マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
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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、読み取り専用の許可を追加します。職務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 マネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Shield Advanced の更新
Shield Advanced の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡
を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動アラートについては、ドキュメ
ント履歴 (p. 553) の Shield Advanced ドキュメント履歴ページの RSS フィードをサブスクライブしてく
ださい。

ポリシー

変更点の説明

日付

AWSShieldServiceRolePolicy アプリケーションレイヤー DDoS 2021 年 12 月 1 日
自動緩和機能に必要な許可を
このポリシーにより、Shield
Shield Advanced に提供するポリ
Advanced は、ユーザーに代わっ シーを追加しました。この機能
てアプリケーションレイヤーの
については、「Shield Advanced
DDoS 攻撃に自動的に対応するた アプリケーションレイヤー DDoS
めに、AWS リソースにアクセス 自動緩和 (p. 479)」を参照して
して管理できます。
ください。
IAM コンソールの詳細:
AWSShieldServiceRolePolicy
サービスにリンクされたロール
AWSServiceRoleForAWSShield
はこのポリシーを使用しま
す。詳細については、「Shield
Advanced のサービスにリンクさ
れたロールの使用 (p. 521)」を
参照してください。
Shield Advanced が変更の追跡を
開始しました

Shield Advanced は、AWS マ
ネージドポリシーの変更の追跡
を開始しました。

2021 年 3 月 1 日

API アクションのために Shield Advanced で必要な許可
アクセスコントロール (p. 512) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッチできる許可ポリ
シー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、このセクションをガイドとして使用でき
ます。各 AWS Shield Advanced API オペレーションについて、アクションを実行するための許可を付与
できる対応するアクション、および許可を付与できる AWS リソースを一覧表示しています。ポリシーの
Action フィールドでアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定しま
す。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (shield:CreateProtection など) の前に
shield: プレフィックスを使用します。
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AWS Shield Advanced ポリシーで AWS 条件キーを使用して、条件を表現することができます。AWS
キーの完全な一覧については、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してくださ
い。
Shield Advanced のアクション、リソースタイプ、および条件キーを確認するには、「サービス認証リ
ファレンス」の「AWS Shield Advanced のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。
Shield アクションとリソースの詳細については、「AWS Identity and Access Management ガイド」のト
ピック「AWS Shield で定義されるアクション」を参照してください。
Shield で使用可能な API アクションの完全なリストについては、「AWS Shield Advanced API リファレン
ス」を参照してください。

Shield Advanced のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Shield Advanced は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを
使用します。サービスにリンクされたロールは、Shield Advanced に直接リンクされた一意のタイプの
IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Shield Advanced によって事前に定義され、ユー
ザーに代わってサービスが他の AWS のサービスを呼び出すために必要な許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、Shield Advanced の設定が簡単になります。Shield Advanced は、サービスにリンクされたロールの許
可を定義します。特に定義されている場合を除き、Shield Advanced のみがそのロールを引き受けること
ができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを他
のIAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースへの意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、Shield Advanced リソースは保護さ
れます。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール)列が [Yes] (はい) になっている
サービスを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールに関するドキュメント
を表示するには、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

Shield Advanced のサービスにリンクされたロールの許可
Shield Advanced は、AWSServiceRoleForAWSShield という名前のサービスにリンクされたロールを使
用します。このロールにより、Shield Advanced は、ユーザーに代わってアプリケーションレイヤーの
DDoS 攻撃に自動的に対応するために、AWS リソースにアクセスして管理できます。この関数の詳細につ
いては、「Shield Advanced アプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和 (p. 479)」を参照してください。
サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAWSShield は、次のサービスを信頼してロールを引
き受けます。
• shield.amazonaws.com
AWSShieldServiceRolePolicy という名前のロール許可ポリシーにより、Shield Advanced はすべての
AWS リソースに対して次のアクションを実行できます。
• wafv2:GetWebACL
• wafv2:UpdateWebACL
• wafv2:GetWebACLForResource
• wafv2:ListResourcesForWebACL
• cloudfront:ListDistributions
• cloudfront:GetDistribution
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すべての AWS リソースでアクションが許可されている場合、ポリシーでは "Resource": "*" と
して示されます。これは、サービスにリンクされたロールが、アクションがサポートするすべての
AWS リソースに対して、示された各アクションを実行できることを意味します。例えば、アクション
wafv2:GetWebACL は wafv2 ウェブ ACL リソースでのみサポートされます。
Shield Advanced は、アプリケーションレイヤー保護機能を有効にしている保護されたリソースと、それ
らの保護されたリソースに関連付けられているウェブ ACL についてのみ、リソースレベルの API コール
を実行します。
サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

Shield Advanced のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS
CLI、または AWS API のリソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効にする
と、Shield Advanced はサービスにリンクされたロールを作成します。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。リソースのためにアプリケーションレイヤー DDoS 自動緩和を有効にす
ると、Shield Advanced は、サービスにリンクされたロールを再作成します。

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

Shield Advanced のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、Shield Advanced でロールが使用されている場合、削除は失敗するこ
とがあります。失敗した場合は、数分待ってからオペレーションを再試行してください。
AWSServiceRoleForAWSShield で使用されている Shield Advanced リソースを削除するには
アプリケーションレイヤー DDoS 保護が設定されているすべてのリソースについて、アプリケーション
レイヤー DDoS 自動緩和を無効にします。コンソールの手順については、「アプリケーションレイヤー
DDoS 保護を設定する (p. 494)」を参照してください。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForAWSShield サービスにリ
ンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされた
ロールの削除」を参照してください。

Shield Advanced のサービスにリンクされたロールをサポートするリージョン
Shield Advanced では、このサービスが利用可能なすべての リージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用をサポートしています。詳細については、「Shield Advanced エンドポイントとクォータ」を参
照してください。
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Shield でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Shield および 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
重要なパートです。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS に
は、Shield リソースをモニタリングし、潜在的なイベントに対応するための複数のツールが用意されてい
ます。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって 1 つのメトリクスを確認しま
す。メトリクスが指定されたしきい値を超えると、CloudWatch は Amazon SNS トピックまたは
AWS Auto Scaling ポリシーに通知を送信します。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモ
ニタリング (p. 528)」を参照してください。
AWS CloudTrail ログ
CloudTrail は、Shield のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクション
の記録を提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、Shield に対するリクエスト、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。詳細については、
「AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)」を参照してください。
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Shield のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンスプログ
ラムの一環として Shield のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
Shield を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織のコンプライアン
ス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。Shield の使用が HIPAA、PCI、FedRAMP などの
規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援するリソースを提供します。
• 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。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのアーキテクチャの設計ホワイトペーパー - この文書では、
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 - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Well-Architected フレームワーク - AWS Well-Architected フレームワークは、セキュアなクラウド
アプリケーションを構築するのに役立ちます。

Shield の回復力
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS Shield でのインフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスである AWS Shield 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。
AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Shield 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。
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また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS Shield Advanced のクォータ
AWS Shield Advanced では、1 リージョンあたりのエンティティ数にデフォルトのクォータがあります。
このクォータの引き上げをリクエストできます。
リソース

デフォルトの
クォータ

アカウントごとに、AWS Shield Advanced が保護を提供する各リソースタイプの
保護されたリソースの最大数。

1,000

アカウントごとの保護グループの最大数。

100

保護グループに具体的に含めることができる個別の保護されたリソースの最大
数。API では、これは保護グループ Pattern を ARBITRARY に設定するときに指
定する Members に適用されます。コンソールでは、これは保護グループのために
選択するリソースに適用されます [Choose from protected resources] (保護された
リソースから選択)

1,000
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AWS WAF、AWS Firewall
Manager、AWS Shield Advanced の
モニタリング
モニタリングは、サービスの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するうえで重要な部分です。

Note
Shield Advanced リソースをモニタリングし、Shield Advanced を使用して発生する可能性のある
DDoS イベントを特定する方法については、「AWS Shield (p. 449)」を参照してください。
これらのサービスのモニタリングを開始する前に、次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?
次のステップでは、さまざまなタイミングと負荷条件でパフォーマンスを測定することにより、お客様
の環境で通常のパフォーマンスのベースラインを確定します。AWS WAF、Firewall Manager、Shield
Advanced、および関連サービスをモニタリングする際には、過去のモニタリングデータを履歴として保
存します。これにより、現在のパフォーマンスデータと比較し、パフォーマンスの通常パターンと異常パ
ターンを特定して、問題への対処方法を策定できます。
AWS WAF 用に、ベースラインを設定するには、少なくとも、次の項目をモニタリングする必要がありま
す。
• 許可されたウェブリクエストの数
• ブロックされたウェブリクエストの数
トピック
• モニタリングツール (p. 526)
• AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)

モニタリングツール
AWS では、AWS WAF と AWS Shield Advanced 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
ています。これらのツールの中には、自動モニタリングを設定できるものもあれば、手動操作を必要とす
るものもあります。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
次の自動化されたモニタリングツールを使用して、AWS WAF と AWS Shield Advanced をモニタリング
し、問題が発生したときにレポートできます。
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• Amazon CloudWatch アラーム - 指定した期間にわたって単一のメトリクスをモニタリングし、複数の
期間にわたる特定のしきい値に対するメトリクスの値に基づいて 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。アラームは、持続している状態変化に対してのみアクション
を呼び出します。CloudWatch 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。詳細については、「CloudWatch を使用した CloudFront アクティビティのモニタリング」を参照し
てください。

Note
CloudWatch メトリクスとアラームは AWS Firewall Manager について有効になっていません。
Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 528) で説明されているように、CloudWatch を使用し
て AWS WAF と Shield Advanced メトリクスをモニタリングできるだけではなく、保護されたリソース
のアクティビティをモニタリングするためにも CloudWatch を使用する必要があります。詳細について
は、次を参照してください。
• 「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「Monitoring CloudFront Activity Using CloudWatch」
(CloudWatch を使用した CloudFront アクティビティのモニタリング)
• 「API Gateway デベロッパーガイド」の「Logging and monitoring in Amazon API Gateway」
(Amazon API Gateway でログ記録とモニタリング)
• 「伸縮性ロードバランサーユーザーガイド」の「CloudWatch Metrics for Your Application Load
Balancer」(Application Load Balancer 向け CloudWatch メトリクス)
• 「AWS AppSync デベロッパーガイド」の「Monitoring and Logging」(モニタリングとログ記録)
• 「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「Logging and monitoring in Amazon Cognito」(Amazon
Cognito でログ記録とモニタリング)
• Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail またはその他のソースのログファイルをモニタリングして
保存し、それらにアクセスします。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs とは」を参照してく
ださい。
• Amazon CloudWatch Events – AWS のサービスを自動化し、システムイベントに自動的に応答しま
す。AWS のサービスからのイベントはほぼリアルタイムに CloudWatch Events に提供されます。ユー
ザーが記述したルールにイベントが一致したときに実行される自動アクションを指定することもできま
す。詳細については、「Amazon CloudWatch Events とは」を参照してください。
• AWS CloudTrail のログのモニタリング – アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプ
リケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確
認します。詳細については、「AWS CloudTrail による API コールのログ記録 (p. 535)」と、「AWS
CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail ログファイルの操作」を参照してください。
• AWS Config - AWS アカウントの AWS リソースの詳細情報を提供するサービスです。リソースがどの
ように構成されているか、相互にどのように関係しているか、時間の経過に伴って構成や関係がどのよ
うに変化したかといった情報を確認できます。

手動モニタリングツール
モニタリング AWS WAF および AWS Shield Advanced でもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラーム
の対象外の項目を手動でモニタリングすることです。AWS WAF、Shield Advanced、CloudWatch、およ
び他の AWS Management Console ダッシュボードを表示して、AWS 環境の状態を確認できます。ウェブ
ACL とルールのログファイルも確認することをお勧めします。
• 例えば、AWS WAF ダッシュボードを表示するには、次のように操作します。
• AWS WAF [Web ACLs] (ウェブ ACL) ページの [Requests] (リクエスト) タブで、リクエストの総数、
および作成した各ルールに一致するリクエストの数のグラフを表示します。詳細については、「ウェ
ブリクエストのサンプルの表示 (p. 206)」を参照してください。
• CloudWatch のホームページで次の情報を確認します。
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• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスのヘルスステータス
また、CloudWatch を使用して、次のことが可能です。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成する。
• メトリクスデータをグラフ化して、問題をトラブルシューティングして、傾向を確認する。
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して参照する。
• 問題があることを通知するアラームを作成および編集する。

Amazon CloudWatch によるモニタリング
Amazon CloudWatch を使用してウェブリクエストならびにウェブ ACL およびルールをモニタリングする
ことで、AWS WAF および AWS Shield Advanced から raw データを収集し、リアルタイムに近い読み取
り可能なメトリクスに加工することができます。Amazon CloudWatch の統計を使用して、ウェブアプリ
ケーションやサービスの動作状況を把握できます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガ
イド」の「CloudWatch とは」を参照してください。

Note
CloudWatch メトリクスとアラームは、Firewall Manager に対応していません。

Amazon CloudWatch アラームの作成
アラームの状態が変わったときに Amazon SNS メッセージを送信する Amazon CloudWatch のアラーム
を作成することができます。アラームは、指定期間にわたって 1 つのメトリクスを監視し、複数期間にわ
たる指定しきい値との比較結果に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。アクションは、Amazon
SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリシーに送信される通知です。アラームは、持続している状態変
化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch のアラームは、メトリクスが特定の状態になっ
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。

AWS WAF と AWS Shield Advanced のメトリクスとディメン
ション
メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。
• AWS WAF 名前空間は AWS/WAFV2 です
• Shield Advanced の名前空間は AWS/DDoSProtection です

Note
AWS WAF はメトリクスを 1 分に 1 回レポートします。
Shield Advanced は、イベント中 1 分に 1 回メトリクスをレポートし、イベント以外ではその頻
度は少なくなります。
次の手順を使用して、AWS WAF と AWS Shield Advanced のメトリクスを表示します。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2.

必要に応じて、AWS リソースの配置先のリージョンに切り替えます。CloudFront の場合、米国東部
(バージニア北部) リージョンを選択する必要があります。

3.

ナビゲーションペインの [Metrics] (メトリクス) で、[All metrics] (すべてのメトリクス) を選択
し、[Browse] (参照) タブでサービスを検索します。

AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには
•

AWS/WAFV2 の場合、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/WAFV2"

Shield Advanced の場合、コマンドプロンプトで次のコマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DDoSProtection"

AWS WAF のメトリクスとディメンション
AWS WAF はメトリクスを 1 分ごとに 1 回レポートします。AWS WAF は、 AWS/WAFV2 名前空間で次の
メトリクスとディメンションを提供します。

ウェブ ACL、ルールグループ、およびルールのメトリクス
メトリクス

説明

AllowedRequests

許可されたウェブリクエストの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

BlockedRequests

ブロックされたウェブリクエストの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

CountedRequests

カウントされたウェブリクエストの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
カウントされたウェブリクエストは、少なくとも 1 つの
ルールに一致するリクエストです。リクエストカウント
は、通常、テストに使用されます。
有効な統計: Sum

CaptchaRequests

CAPTCHA コントロールが適用されたウェブリクエスト
の数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
CAPTCHA ウェブリクエストは、CAPTCHA アクション
設定を持つルールに一致するリクエストです。このメト
リクスは、有効な CAPTCHA トークンがあるか否かにか
かわらず、一致するすべてのリクエストを記録します。
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メトリクス

説明
有効な統計: Sum
CAPTCHA コントロールが適用され、有効な CAPTCHA
トークンを持つウェブリクエストの数。

RequestsWithValidCaptchaToken

レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum
渡されたリクエストの数。これは、ルールグループの
ルールのいずれとも一致せず、ルールグループ評価を通
過するリクエストについてのみ使用されます。

PassedRequests

レポート条件: ゼロ以外の値がある。
渡されたリクエストは、ルールグループのいずれのルー
ルにも一致しないリクエストです。
有効な統計: Sum

ウェブ ACL、ルールグループ、およびルールのディメンション
ディメンション

説明

Region

Amazon CloudFront ディストリビューションを除くすべ
ての保護されたリソースタイプで必要です。

Rule

次のいずれかです。
• Rule のメトリクス名。
• すべて。これは、WebACL または RuleGroup 内のす
べてのルールを表します。
• Default_Action (WebACL ディメンションと組み合
わせた場合のみ)。アクションの許可またはブロック
で、どのルールとも一致しないリクエストに割り当て
られているアクションを表します。

RuleGroup

RuleGroup のメトリクス名。

WebACL

WebACL のメトリクス名。

Note
1 つのウェブリクエストについて、AWS WAF は最大 100 個のラベルについてのメトリクスを発
行します。ウェブ ACL 評価では、100 個を超えるラベルを適用したり、100 個を超えるラベルと
照合したりできますが、これらのメトリクスには最初の 100 個のみが反映されます。

ラベルと AWS WAF Bot Control メトリクス
メトリクス

説明

AllowedRequests

許可アクション設定を持つルールによってウェブリクエ
ストに適用されるラベルの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
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メトリクス

説明
有効な統計: Sum

BlockedRequests

ブロックアクション設定を持つルールによってウェブリ
クエストに適用されるラベルの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

CountedRequests

カウントアクション設定を持つルールによってウェブリ
クエストに適用されるラベルの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

CaptchaRequests

CAPTCHA アクション設定を持つルールによってウェブ
リクエストに適用されるラベルの数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

ラベルと AWS WAF Bot Control のディメンション
ディメンション

説明

Region

Amazon CloudFront ディストリビューションを除くすべ
ての保護されたリソースタイプで必要です。

WebACL

WebACL のメトリクス名。

RuleGroup

RuleGroup のメトリクス名。メトリクス
CountedRequests に使用されます。

LabelNamespace

一致するルールが指定されているウェブ ACL または
ルールグループの名前空間プレフィックス。メトリクス
AllowedRequests および BlockedRequests に使用
されます。

Label

一致ルールによってウェブリクエストに適用され
るラベル。メトリクス AllowedRequests および
BlockedRequests に使用されます。

無料のボット可視性メトリクス
メトリクス

説明

SampleAllowedRequests

許可アクションを持つサンプリングされたリクエストの
割合。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

SampleBlockedRequests

ブロックアクションを持つサンプリングされたリクエス
トの割合。
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メトリクス

説明
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
有効な統計: Sum

無料のボット可視性ディメンション
ディメンション

説明

Region

Amazon CloudFront ディストリビューションを除くすべ
ての保護されたリソースタイプで必要です。

WebACL

WebACL のメトリクス名。

BotCategory

ウェブリクエストのラベルに基づく、検出されたボット
カテゴリのメトリクス名。

AWS Shield Advanced のメトリクスおよびアラーム
このセクションでは、AWS Shield Advanced で使用できるメトリクスとアラームについて説明します。

AWS Shield Advanced のメトリクス
Shield Advanced は、AWS リソースに関するメトリクスを、進行中のイベントがないときと比較し
て、DDoS イベント中により頻繁に Amazon CloudWatch にレポートします。Shield Advanced は、イベ
ント中は 1 分ごとに、およびイベント終了直後に 1 回、メトリクスをレポートします。イベントが発生
していない間、Shield Advanced は 1 日に 1 回、リソースに割り当てられた時間にメトリクスを報告しま
す。この定期的なレポートにより、メトリクスをアクティブに保ち、カスタム CloudWatch アラームで使
用できるようにします。
Shield Advanced は、次のように、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンのメトリクスをレ
ポートします。
• グローバルサービスの Amazon CloudFront と Amazon Route 53。
• 保護グループ 保護グループについては、「AWS Shield Advanced 保護グループ (p. 496)」を参照してく
ださい。

検出メトリクス
Shield Advanced は、AWS/DDoSProtection 名前空間で次の検出メトリクスとディメンションを提供し
ます。

検出メトリクス
メトリクス

説明

DDoSDetected

特定の Amazon リソースネーム (ARN) に対して
DDoS イベントが進行中かどうかを示します。
このメトリクスは、イベント中はゼロ以外の値を
持ちます。
特定の Amazon リソースネーム (ARN) の DDoS イ
ベント中に認められたビット数。このメトリクス
は、ネットワークおよびトランスポートレイヤー

DDoSAttackBitsPerSecond
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メトリクス

説明
(レイヤー 3 およびレイヤー 4) の DDoS イベント
にのみ使用できます。
このメトリクスは、イベント中はゼロ以外の値を
持ちます。
単位: ビット
特定の Amazon リソースネーム (ARN) の DDoS
イベント中に認められたパケット数。このメトリ
クスは、ネットワークおよびトランスポートレイ
ヤー (レイヤー 3 およびレイヤー 4) の DDoS イベ
ントにのみ使用できます。

DDoSAttackPacketsPerSecond

このメトリクスは、イベント中はゼロ以外の値を
持ちます。
単位: パケット
特定の Amazon リソースネーム (ARN) の DDoS イ
ベント中に認められたリクエスト数。このメトリ
クスは、レイヤー 7 の DDoS イベントのみで使用
できます。メトリクスは、特に重要なレイヤー 7
イベントのみについて報告されます。

DDoSAttackRequestsPerSecond

このメトリクスは、イベント中はゼロ以外の値を
持ちます。
単位: リクエスト
Shield Advanced は、他のディメンションなしで DDoSDetected メトリクスを投稿します。残りの検出
メトリクスには、次のリストから、攻撃のタイプに対応する AttackVector ディメンションが含まれま
す。
• ACKFlood
• ChargenReflection
• DNSReflection
• GenericUDPReflection
• MemcachedReflection
• MSSQLReflection
• NetBIOSReflection
• NTPReflection
• PortMapper
• RequestFlood
• RIPReflection
• SNMPReflection
• SSDPReflection
• SYNFlood
• UDPFragment
• UDPTraffic
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• UDPReflection

緩和のメトリクス
Shield Advanced は、AWS/DDoSProtection 名前空間で次の緩和メトリクスとディメンションを提供し
ます。

緩和のメトリクス
メトリクス

説明

VolumePacketsPerSecond

検出されたイベントに対応してデプロイされた緩
和策によってドロップされたか、または渡された 1
秒あたりのパケット数。
単位: パケット

緩和のディメンション
ディメンション

説明

ResourceArn

Amazon リソースネーム (ARN)

MitigationAction

適用された緩和策の結果。想定される値は、Pass また
は Drop です。

上位のコントリビューターのメトリクス
Shield Advanced は、AWS/DDoSProtection 名前空間で次の緩和メトリクスとディメンションを提供し
ます。

上位のコントリビューターのメトリクス
メトリクス

説明

VolumePacketsPerSecond

上位のコントリビューターの 1 秒あたりのパケッ
ト数。
単位: パケット
上位のコントリビューターの 1 秒あたりのビット
数。

VolumeBitsPerSecond

単位: ビット
Shield Advanced は、イベントのコントリビューターを特徴づけるディメンションの組み合わせによっ
て、上位コントリビューターのメトリクスを投稿します 上位のコントリビューターのあらゆるメトリクス
について、次のいずれかのディメンションの組み合わせを使用できます。
• ResourceArn, Protocol
• ResourceArn, Protocol, SourcePort
• ResourceArn, Protocol, DestinationPort
• ResourceArn, Protocol, SourceIp
• ResourceArn, Protocol, SourceAsn
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• ResourceArn, TcpFlags

上位のコントリビューターのディメンション
ディメンション

説明

ResourceArn

Amazon リソースネーム (ARN)。

Protocol

TCP または UDP のいずれかの IP プロトコル名。

SourcePort

ソース TCP または UDP ポート。

DestinationPort

宛先 TCP または UDP ポート。

SourceIp

送信元 IP アドレス。

SourceAsn

ソース Autonomous System number (ASN)。

TcpFlags

ダッシュ - で区切られた TCP パケットに存在す
るフラグの組み合わせ。モニタリング対象フラグ
は、ACK、FIN、RST、SYN です。このディメンション
値は、常にアルファベット順にソートされて表示されま
す。例: ACK-FIN-RST-SYN、ACK-SYN、FIN-RST。

AWS Shield Advanced アラームの作成
Amazon CloudWatch アラーム用に AWS Shield Advanced メトリクスを使用できます。CloudWatch は、
ユーザーが定義したルールに基づいて、通知を送信したり、モニタリングしているリソースに自動的に変
更を加えたりします。
CloudWatch アラームの作成に関する手順の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を
参照してください。CloudWatch コンソールでアラームを作成するときに、Shield Advanced メトリクスを
使用するには、[Create an alarm] (アラームを作成) を選択した後、[AWSDDOSProtectionMetrics] を選択
します。その後、特定のボリュームのトラフィックに基づいてアラームを作成したり、メトリクスがゼロ
以外のときにアラームをトリガーしたりできます。2 つ目のオプションは、Shield Advanced が観察する
潜在的な攻撃に対してアラームをトリガーします。

Note
AWSDDOSProtectionMetrics は、Shield Advanced のお客様のみが利用可能です。
詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch とは」を参照してください。

AWS Firewall Manager の通知
AWS Firewall Manager は、メトリクスを記録しないため、Firewall Manager 専用の Amazon CloudWatch
アラームを作成することはできません。ただし、可能性のある攻撃のアラートを送信する Amazon SNS
通知を設定することができます。Firewall Manager で Amazon SNS 通知を作成するには、「ステップ 4:
Amazon SNS 通知と Amazon CloudWatch アラームを設定する (p. 362)」を参照してください。

AWS CloudTrail による API コールのログ記録
AWS WAF、AWS Shield Advanced、AWS Firewall Manager は、ユーザーやロール、または AWS の
サービスによって実行されたアクションを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されていま
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す。CloudTrail は、これらのサービスの API コールのサブセットをイベントとしてキャプチャします。
これには、AWS WAF、Shield Advanced、または Firewall Manager コンソールからの呼び出しや、AWS
WAF、Shield Advanced、または Firewall Manager API へのコード呼び出しからの呼び出しが含まれ
ます。証跡を作成すると、AWS WAF、Shield Advanced、または Firewall Manager のイベントを含
め、CloudTrail イベントを Amazon S3 バケットに継続的に配信できるようになります。追跡を設定し
ない場合でも、CloudTrail コンソールの Event history (イベント履歴)で最新のイベントを表示できま
す。CloudTrail で収集された情報を使用して、これらのサービスに対するリクエスト、そのリクエストが
発信された IP アドレス、リクエストの作成者、リクエスト作成日時、その他の詳細情報などを確認できま
す。
設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。
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。サポートされているイベントア
クティビティが AWS WAF、Shield Advanced、または Firewall Manager で発生すると、そのアクティビ
ティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベントとともに、CloudTrail イベントに
レコードされます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細に
ついては、「CloudTrail イベント履歴でイベントを表示する」を参照してください。
AWS WAF、Shield Advanced、または Firewall Manager のイベントを含む、AWS アカウント のイベント
の継続的な記録については、証跡を作成します。追跡により、CloudTrail 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、コンソールで証跡を作成すると、証跡がすべての リージョンに
適用されます。追跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指
定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベント
データをより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳
細については、次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから 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
CloudTrail ログファイルを受け取る」

AWS CloudTrail 内の AWS WAF 情報
すべての AWS WAF アクションは AWS CloudTrail でログに記録されます。これらのアクションは
「AWS WAF API リファレンス」で説明されています。例えば、ListWebACL、UpdateWebACL、および
DeleteWebACL を呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか
• 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、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: AWS WAF ログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにログファイルとしてイベントを配信できるようにする設定で
す。AWS CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれています。イベントはあらゆ
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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。CloudTrail ログファイルは、公開 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。
AWS WAF ウェブ ACL オペレーションの CloudTrail ログエントリの例を次に示します。
例: CreateWebACL の CloudTrail ログエントリ
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T03:43:07Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T03:44:21Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"defaultAction": {
"block": {}
},
"description": "foo",
"rules": [
{
"name": "foo",
"priority": 1,
"statement": {
"geoMatchStatement": {
"countryCodes": [
"AF",
"AF"
]
}
},
"action": {
"block": {}
},
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}
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}
],
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}

},
"responseElements": {
"summary": {
"name": "foo",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"description": "foo",
"lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9",
"aRN": "arn:aws:wafv2:us-west-2:112233445566:global/webacl/foo/
ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b"
}
},
"requestID": "c51521ba-3911-45ca-ba77-43aba50471ca",
"eventID": "afd1a60a-7d84-417f-bc9c-7116cf029065",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
}

例: GetWebACL の CloudTrail ログエントリ
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AssumedRole",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AssumedRole",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:18:28Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "GetWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "webacl"
},
"responseElements": null,
"requestID": "f2db4884-4eeb-490c-afe7-67cbb494ce3b",
"eventID": "7d563cd6-4123-4082-8880-c2d1fda4d90b",
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}

"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

例: UpdateWebACL の CloudTrail ログエントリ
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:20:56Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"defaultAction": {
"block": {}
},
"description": "foo",
"rules": [
{
"name": "foo",
"priority": 1,
"statement": {
"geoMatchStatement": {
"countryCodes": [
"AF"
]
}
},
"action": {
"block": {}
},
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
}
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}
],
"visibilityConfig": {
"sampledRequestsEnabled": true,
"cloudWatchMetricsEnabled": true,
"metricName": "foo"
},
"lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9"

}

},
"responseElements": {
"nextLockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"requestID": "41c96e12-9790-46ab-b145-a230f358f2c2",
"eventID": "517a10e6-4ca9-4828-af90-a5cff9756594",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

例: DeleteWebACL の CloudTrail ログエントリ
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/sheqiang-Isengard",
"accountId": "112233445566",
"accessKeyId": "accessKeyId",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "principalId",
"arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
"accountId": "112233445566",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
}
}
},
"eventTime": "2019-11-06T19:25:17Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteWebACL",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"name": "foo",
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"lockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"responseElements": null,
"requestID": "71703f89-e139-440c-96d4-9c77f4cd7565",
"eventID": "2f976624-b6a5-4a09-a8d0-aa3e9f4e5187",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"

}

540

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
AWS CloudTrail 内の AWS WAF 情報

例: AWS WAF Classic ログファイルエントリ
AWS WAF Classic は AWS WAF の以前のバージョンです。詳細については、「AWS WAF
Classic (p. 240)」を参照してください。
ログエントリは、CreateRule、GetRule、UpdateRule、および DeleteRule の各オペレーションを
示しています。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:14Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "CreateRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example",
"changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample",
"metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example"
},
"responseElements": {
"rule": {
"metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example",
"ruleId": "12132e64-6750-4725-b714-e7544example",
"predicates": [
],
"name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example"
},
"changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample"

},
"requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "923f4321-d378-4619-9b72-4605bexample",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:22Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "GetRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
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"requestParameters": {
"ruleId": "723c2943-82dc-4bc1-a29b-c7d73example"
},
"responseElements": null,
"requestID": "8e4f3211"-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "an236542-d1f9-4639-bb3d-8d2bbexample",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:13Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"ruleId": "7237b123-7903-4d9e-8176-9d71dexample",
"changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example",
"updates": [
{
"predicate": {
"type": "SizeConstraint",
"dataId": "9239c032-bbbe-4b80-909b-782c0example",
"negated": false
},
"action": "INSERT"
}
]
},
"responseElements": {
"changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example"
},
"requestID": "11918283-0b2d-11e6-9ccc-f9921example",
"eventID": "00032abc-5bce-4237-a8ee-5f1a9example",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
"accountId": "777777777777",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nate"
},
"eventTime": "2016-04-25T21:35:28Z",
"eventSource": "waf.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
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"changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example",
"ruleId": "3e3e2d11-fd8b-4333-8b03-1da95example"

}

]

}

},
"responseElements": {
"changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example"
},
"requestID": "b23458a1-0b2d-11e6-9ccc-f9928example",
"eventID": "a3236565-1a1a-4475-978e-81c12example",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"

CloudTrail での AWS Shield Advanced 情報
AWS Shield Advanced は、CloudTrail ログファイルのイベントとして次のアクションのログ記録をサポー
トします。
• ListAttacks
• DescribeAttack
• CreateProtection
• DescribeProtection
• DeleteProtection
• ListProtections
• CreateSubscription
• DescribeSubscription
• GetSubscriptionState
• DeleteSubscription
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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• 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、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。

例: Shield Advanced ログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。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。CloudTrail ログファイルは、公開 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。
DeleteProtection と ListProtections のアクションを示す CloudTrail ログ入力の例を次に示しま
す。
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[

{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "1234567890987654321231",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"userName": "SampleUser"
},
"eventTime": "2018-01-10T21:31:14Z",
"eventSource": "shield.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteProtection",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
"requestParameters": {
"protectionId": "12345678-5104-46eb-bd03-agh4j8rh3b6n"
},
"responseElements": null,
"requestID": "95bc0042-f64d-11e7-abd1-1babdc7aa857",
"eventID": "85263bf4-17h4-43bb-b405-fh84jhd8urhg",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "AWSShield_20160616",
"recipientAccountId": "123456789012"

},
{

]

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "123456789098765432123",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"userName": "SampleUser"
},
"eventTime": "2018-01-10T21:30:03Z",
"eventSource": "shield.amazonaws.com",
"eventName": "ListProtections",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "6accca40-f64d-11e7-abd1-1bjfi8urhj47",
"eventID": "ac0570bd-8dbc-41ac-a2c2-987j90j3h78f",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "AWSShield_20160616",
"recipientAccountId": "123456789012"

CloudTrail での AWS Firewall Manager 情報
AWS Firewall Manager は、CloudTrail ログファイルのイベントとして次のアクションのログ記録をサポー
トします。
• AssociateAdminAccount
• DeleteNotificationChannel
• DeletePolicy
• DisassociateAdminAccount
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• PutNotificationChannel
• PutPolicy
• GetAdminAccount
• GetComplianceDetail
• GetNotificationChannel
• GetPolicy
• ListComplianceStatus
• ListPolicies
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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• 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、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。

例: Firewall Manager のログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。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。CloudTrail ログファイルは、公開 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。
GetAdminAccount--> アクションを示す CloudTrail ログエントリの例を次に示します。

{

SampleUser",

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "1234567890987654321231",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/

"false",

"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated":
"creationDate":

"2018-04-14T02:51:50Z"

},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId":

"1234567890987654321231",
"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"123456789012",

"arn":
"accountId":
"userName": "Admin"
}
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}

}
},
"eventTime": "2018-04-14T03:12:35Z",
"eventSource": "fms.amazonaws.com",
"eventName": "GetAdminAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.198.65",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "ae244f41-3f91-11e8-787b-dfaafef95fc1",
"eventID": "5769af1e-14b1-4bd1-ba75-f023981d0a4a",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2018-01-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
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AWS WAF と AWS Shield Advanced
API の使用
このセクションでは、AWS WAF および Shield Advanced API を使用して、AWS WAF での一致セット、
ルール、ウェブ ACL の作成および管理をリクエストする方法について、また、Shield Advanced でのサブ
スクリプションおよび保護をリクエストする方法について説明します。さらに、リクエストの構成要素、
レスポンスの内容、リクエストの認証方法について説明します。
トピック
• AWS SDK の使用 (p. 547)
• AWS WAF または Shield Advanced に対する HTTPS リクエストの実行 (p. 547)
• HTTP レスポンス (p. 549)
• リクエストの認証 (p. 550)

AWS SDK の使用
AWS によって SDK が提供されている言語を使用する場合は、API ではなく SDK を使用してくださ
い。SDK を利用すると、認証が簡素化され、開発環境との統合が容易になり、AWS WAF および Shield
Advanced コマンドに簡単にアクセスすることができます。AWS SDK の詳細については、トピック「セッ
トアップ (p. 3)」の「ステップ 3: ツールをダウンロードする (p. 5)」を参照してください。

AWS WAF または Shield Advanced に対する
HTTPS リクエストの実行
AWS WAF と Shield Advanced に対するリクエストは、RFC 2616 で定義されている HTTPS リクエスト
です。すべての HTTP リクエストと同様に、AWS WAF または Shield Advanced に対するリクエストに
は、リクエストメソッド、URI、リクエストヘッダー、リクエストボディが含まれます。レスポンスには
HTTP ステータスコードとレスポンスヘッダーが含まれており、レスポンス本文が含まれている場合もあ
ります。

リクエストの URI
リクエスト URI は常に 1 つのスラッシュ / です。

HTTP ヘッダー
AWS WAF および Shield Advanced では、HTTP リクエストのヘッダーに次の情報を入力する必要があり
ます。
Host (必須)
リソースが作成される場所を指定するエンドポイント。エンドポイントの詳細については、「AWS
サービスエンドポイント」を参照してください。例えば、CloudFront ディストリビューションの
AWS WAF の Host ヘッダーの値は waf.amazonaws.com:443 です。
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x-amz-date または Date (必須)
Authorization ヘッダーに含める署名を作成するときに使用できる日付。ISO 8601 の標準形式に基
づいて UTC 時間で日付を指定します (次の例を参照)。
x-amz-date: 20151007T174952Z

x-amz-date または Date のどちらかを含める必要があります。(一部の HTTP クライアントライ
ブラリでは、Date ヘッダーを設定することができません)。x-amz-date ヘッダーがあると、AWS
WAF はリクエストの認証時に Date ヘッダーを無視します。
タイムスタンプは、リクエストが受け取られた時点の AWS システム時刻の 15 分以内に入っている必
要があります。このようにしないと、リクエストは RequestExpired エラーコードで失敗し、任意
のユーザーがリクエストを再現できなくなります。
Authorization (必須)
リクエスト認証に必要な情報。このヘッダーの作成方法の詳細については、「リクエストの認
証 (p. 550)」を参照してください。
X-Amz-Target (必須)
AWSWAF_ または AWSShield_、API バージョン (ピリオドなし)、ピリオド (.)、オペレーション名を
連結したもの。例えば、以下のようになります。
AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Content-Type (条件付き)
コンテンツタイプとして JSON をそのバージョンと共に指定します。例えば、次のようになります。
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

条件: POST リクエストに必要です。
Content-Length (条件付き)
RFC 2616 に基づくメッセージの長さ (ヘッダーなし)。
条件: リクエストボディ自体に情報が含まれる場合、必須です (このヘッダーは、ほとんどのツール
キットで自動的に追加されます)。
次に示しているのは、AWS WAF でウェブ ACL を作成するための HTTP リクエストのヘッダーの例で
す。
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 231
Connection: Keep-Alive

HTTP リクエストボディ
多くの AWS WAF および Shield Advanced API アクションでは、リクエストの本文に JSON 形式のデータ
を含める必要があります。
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次に示しているリクエストの例では、シンプルな JSON ステートメントを使用して、IP アドレス
192.0.2.44 (CIDR 表記では 192.0.2.44/32) を含めるように、IPSet を更新しています。
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.UpdateIPSet
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 283
Connection: Keep-Alive
{

}

"ChangeToken": "d4c4f53b-9c7e-47ce-9140-0ee5ffffffff",
"IPSetId": "69d4d072-170c-463d-ab82-0643ffffffff",
"Updates": [
{
"Action": "INSERT",
"IPSetDescriptor": {
"Type": "IPV4",
"Value": "192.0.2.44/32"
}
}
]

HTTP レスポンス
すべての AWS WAF および Shield Advanced API アクションでは、レスポンスに JSON 形式のデータが含
まれます。
HTTP レスポンスの重要なヘッダーと、それらをアプリケーション内で扱う方法 (該当する場合) を示しま
す。
HTTP/1.1
このヘッダーにはステータスコードが続きます。ステータスコード 200 はオペレーションの成功を示
します。
型: 文字列
x-amzn-RequestId
AWS WAF または Shield Advanced によって作成された値。リクエストを一意に識別します (例:
K2QH8DNOU907N97FNA2GDLL8OBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG)。AWS WAF に問題がある場
合、AWS はこの値を使用して問題を解決できます。
型: 文字列
Content-Length
レスポンス本文の長さ (バイト単位)。
型: 文字列
Date
AWS WAF または Shield Advanced が応答した日時 (例: Wed, 07 Oct 2015 12:00:00 GMT)。

549

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
エラーレスポンス

型: 文字列

エラーレスポンス
リクエストの結果がエラーの場合、HTTP レスポンスには次の値が含まれます。
• レスポンス本文としての JSON エラードキュメント
• Content-Type
• 該当する HTTP ステータスコード (3xx、4xx、または 5xx)
次に示しているのは、JSON エラードキュメントの例です。
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT
{"message":"1 validation error detected: Value null at 'TargetString' failed to satisfy
constraint: Member must not be null"}

リクエストの認証
AWS によって SDK が提供されている言語を使用する場合は、SDK を使用することをお勧めしま
す。AWS SDK を使用するほうが、AWS WAF や Shield Advanced API を使用するよりも、リクエストの
署名プロセスがきわめてシンプルで、大幅な時間の節約になります。また、SDK は開発環境と容易に統合
されるため、関連するコマンドへのアクセスが簡単です。
AWS WAF と Shield Advanced では、リクエストに署名することで、送信するすべてのリクエストを認証
する必要があります。リクエストに署名するには、暗号化ハッシュ関数を使用してデジタル署名を計算し
ます。この関数は入力に基づいてハッシュ値を返します。入力には、リクエストのテキスト、およびシー
クレットアクセスキーが含まれます。ハッシュ関数から返されるハッシュ値をリクエストに署名として含
めます。署名は、リクエストの Authorization ヘッダーの一部です。
AWS WAF または Shield Advanced は、リクエストを受け取ると、リクエストの署名に使用されたものと
同じハッシュ関数と入力を使用して署名を再計算します。結果として生じる署名とリクエスト内の署名が
一致した場合、AWS WAF または Shield Advanced はリクエストを処理します。一致しない場合、リクエ
ストは拒否されます。
AWS WAF および Shield Advanced は、AWS 署名バージョン 4 を使用した認証をサポートします。署名
の計算プロセスは 3 つのタスクに分けることができます。
タスク 1: 正規リクエストを作成する
「アマゾン ウェブ サービスの全般のリファレンス」の「Task 1: Create a Canonical Request For
Signature Version 4」(タスク 1: 署名バージョン 4 の正規リクエストを作成する) で説明されているよ
うに、正規形式で HTTP リクエストを作成します。
タスク 2: 署名対象の文字列を作成する
暗号化ハッシュ関数への入力値の 1 つとして使用する文字列を作成します。署名対象の文字列と呼ば
れる文字列は、次の値を連結したものです。
• ハッシュアルゴリズムの名前
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• リクエスト日
• 認証情報スコープ文字列
• 前のタスクからの正規形式のリクエスト
認証情報スコープの文字列自体は、日付、リージョン、およびサービス情報を結合したものです。
X-Amz-Credential パラメータでは、次の内容を指定します。
• リクエストの送信先であるエンドポイントのコード (us-east-2)
• サービスの省略形としての waf
例:
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-2/waf/aws4_request
タスク 3: 署名を作成する
2 つの入力文字列を受け取る暗号化ハッシュ関数を使用して、リクエストの署名を作成します。
• タスク 2 からの署名対象の文字列。
• 派生キー。シークレットアクセスキーから開始し、認証情報スコープの文字列を使用して一連の
ハッシュベースのメッセージ認証コード (HMAC) を作成することで、派生キーが計算されます。
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関連情報
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは次のとおりです。
次のリソースは AWS WAF、AWS Shield Advanced、AWS Firewall Manager で使用できます。
• AWS WAF の実装に関するガイドライン - 既存のウェブアプリケーションと新しいウェブアプリケー
ションを保護するための AWS WAF の実装に関する現在の推奨事項を含む技術的な資料。
• AWS ディスカッションフォーラム – AWS のこのサービスや他のサービスに関する技術的な疑問につい
て話し合うコミュニティフォーラムです。
• 開始方法のリソースセンター - AWS で構築を開始するのに役立つ情報です。
• AWS WAFディスカッションフォーラム - AWS WAF に関係する技術的な質問を討議するためのデベ
ロッパー向けコミュニティフォーラムです。
• Shield Advanced ディスカッションフォーラム – デベロッパーが Shield Advanced に関連する技術的な
質問について話し合うためのコミュニティベースのフォーラム。
• AWS WAF 製品情報 - 機能、料金、その他の情報を含む、AWS WAF に関する情報を提供しているメイ
ンのウェブページです。
• Shield Advanced の製品情報 – 機能、料金など、Shield Advanced に関する情報の主要なウェブペー
ジ。
次のリソースはアマゾン ウェブ サービスで利用可能です。
• クラスとワークショップ － AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得られる、ジョブ別の特別コースと
セルフペースラボへのリンクです。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• AWS ホワイトペーパー - アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター - AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。
• AWS Support - AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド上のアプリケーション
の構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能します。
• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 - 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。
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ドキュメント履歴
このページでは、このドキュメントの大きな変更点をまとめています。
サービス機能は、サービスが利用可能な AWS リージョンに段階的にデプロイされる場合があります。こ
のドキュメントは、最初のリリースのためにのみ更新されています。リージョンの可用性に関する情報
を提供したり、その後のリージョンのロールアウトを発表したりすることはありません。サービス機能
のリージョンの可用性に関する情報、および更新に関する通知をサブスクライブする方法については、
「AWS の最新情報」を参照してください。
変更

説明

日付

AWS Firewall Manager ポリシー
の変更 (p. 430)

AWS Firewall Manager リソース 2022 年 10 月 21 日
へのフルアクセスを手動で付与す
る場合のポリシーリストの修正。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

AWSFMAdminFullAccess の修
正。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

既知の不正入力ルールグループを 2022 年 10 月 20 日
更新しました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

既知の不正入力ルールグループを 2022 年 10 月 5 日
更新しました。

AWS WAF モバイル SDK の仕様
の更新 (p. 164)

tokenRefreshDelaySec のデ
フォルト値を 600 (10 分) から
300 (5 分) に引き下げました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

このドキュメントに記載されて
2022 年 9 月 19 日
いる POSIX オペレーティング
システム、PHP アプリケーショ
ン、WordPress アプリケーショ
ンのルールグループのラベル名を
修正しました。

AWS Firewall Manager の新しい
AWS WAF ポリシールールオプ
ション (p. 373)

AWS Firewall Manager が AWS
2022 年 9 月 9 日
WAF ポリシーのデフォルトウェ
ブアクションのカスタムウェブリ
クエストとレスポンスをサポート
するようになりました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールで IP の評価ルールグルー
プが更新されました。

AWS WAF マネージドポリシー
の変更 (p. 221)

2022 年 8 月 25 日
AWSWAFFullAccessPolicy、AWSWAFConsoleFullAccess、AWSWAFReadOnly
および
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
が更新され、AWS WAF で保護
できるリソースタイプに Amazon
Cognito ユーザープールが追加さ
れました。

AWS WAF Fraud Control アカウ
ント乗っ取り防止 (ATP) (p. 151)

これで Amazon CloudFront ディ
ストリビューションを備えた
AWS WAF Fraud Control アカウ
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ント乗っ取り防止 (ATP) 機能を
使用できます。
AWS の AWS WAF マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2022 年 8 月 22 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネー
2022 年 8 月 11 日
ジドルールが次のルール
グループを更新しました:
AWSManagedRulesATPRuleSet。

Amazon Cognito ユーザープール
のサポートを AWS WAF に追加
しました (p. 6)

これで AWS WAF ウェブ ACL を
Amazon Cognito ユーザープール
に関連付けることができます。
この変更は、AWS WAF の最新
バージョンでのみ利用可能であ
り、AWS WAF Classic では利用
できません。

バージョニングされた AWS マ
ネージドルールのルールグルー
プのデプロイに関するセクショ
ンを追加 (p. 62)

バージョニングされた AWS マ
2022 年 7 月 29 日
ネージドルールのルールグルー
プのデプロイに関する新しいセ
クションを追加しました。このセ
クションには、リリース候補のデ
プロイ中におけるデフォルトバー
ジョンの命名方法に関する情報が
含まれています。

Network Firewall ポリシーのログ
記録を設定するための要件を更
新 (p. 413)

暗号化された Amazon S3 バケッ 2022 年 7 月 26 日
トをログの送信先として使用する
Network Firewall ポリシーの要件
を追加しました。

SQLi ルールステートメントの感
度レベルオプション (p. 102)

これで、SQL インジェクション
2022 年 7 月 15 日
ルールステートメントの感度を上
げることができます。ただし、デ
フォルトの感度レベルが LOW の
既存のステートメントの動作は変
更されません。

Network Firewall ポリシー設定オ
プションを追加 (p. 384)

Firewall Manager は、Network
2022 年 7 月 14 日
Firewall のファイアウォールポリ
シー設定で、ステートフルな評価
順序とデフォルトアクションをサ
ポートするようになりました。

2022 年 8 月 11 日

Firewall Manager セキュリティグ Firewall Manager は、プライマリ 2022 年 7 月 7 日
ループのポリシールール設定の
セキュリティグループからレプリ
更新 (p. 402)
カセキュリティグループへのタグ
配布をサポートするようになりま
した。
AWS Shield ガイドの更
新 (p. 458)

Shield ガイドの情報を拡充し
2022 年 6 月 24 日
て、Shield がイベントの軽減を
どのように実行するかを説明しま
す。
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テストとチューニング AWS
WAF 保護に関するガイダンスの
更新 (p. 199)

テストとチューニング AWS
2022 年 6 月 20 日
WAF に関する一般的なガイダン
スが更新され、トップレベルのト
ピックになりました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: コアルールセット
(CRS)。

新しい Firewall Manager におけ
る混乱した代理に関するガイダ
ンス (p. 441)

Firewall Manager における混乱し 2022 年 6 月 1 日
た代理問題の防止方法に関するガ
イダンスを追加しました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: コアルールセット
(CRS)。

新規 AWS WAF リクエストコ
ンポーネント: Headers および
Cookies (p. 106)

これで、ウェブリクエストで
2022 年 4 月 29 日
cookie を検査でき、単一のヘッ
ダーだけでなく、ウェブリクエス
ト内のすべてのヘッダーを検査で
きるようになりました。

オーバーサイズ本文リクエスト
コンポーネントに対する AWS
WAF の処理 (p. 110)

これで、本文を検査するルール
2022 年 4 月 29 日
内でオーバーサイズリクエスト
ボディを AWS WAF で処理する
方法を指定できるようになりまし
た。本文を検査するルールをこの
リリースより前に作成した場合、
そのルールは、オーバーサイズ処
理について新しい Continue オ
プションに一致するという動作を
します。

AWS WAF Amazon S3 ログポリ
シーの変更 (p. 182)

Amazon S3 ログ許可ポリシーと
例を更新しました。

アプリケーションレイヤー DDoS
自動緩和オプションが AWS
Shield Advanced for Application
Load Balancer で利用可能
に (p. 479)

Shield Advanced は、Application 2022 年 4 月 8 日
Load Balancer 向けにアプリケー
ションレイヤー DDoS 自動緩和
をサポートするようになりまし
た。これにより、すべてのアプ
リケーションレイヤー保護のた
めに使用できます。保護された
リソースに対するアプリケーショ
ンレイヤー DDoS 攻撃の一部で
あるウェブリクエストを自動的に
カウントまたはブロックするよう
に Shield Advanced を設定でき
ます。

マネージドルールグループの現
在のデフォルトバージョン設定
のインジケーターを追加しまし
た (p. 26)

マネージドルールグループのバー 2022 年 4 月 8 日
ジョンリストに、現在のデフォル
トバージョンが示されるようにな
りました。
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AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: AWS WAF Bot
Control。

AWS の AWS WAF マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2022 年 3 月 31 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2022 年 3 月 30 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

Firewall Manager が Palo Alto
Networks Cloud Next Generation
Firewall (NGFW) のサポートを追
加 (p. 415)

Firewall Manager が Palo Alto
Networks Cloud Next Generation
Firewall (NGFW) をサポートする
ようになりました。

Palo Alto Networks Palo Alto
Networks Cloud NGFW のサポー
トを AWS Firewall Manager に追
加 (p. 371)

AWS Firewall Manager が
2022 年 3 月 30 日
Palo Alto Networks Cloud Next
Generation Firewall (NGFW) ポリ
シーをサポートするようになりま
した。

AWS Shield ガイドの更
新 (p. 449)

Shield ガイドの情報を拡充し
2022 年 3 月 16 日
て、Shield がイベント検出を
どのように実行するかを説明
し、DDoS に対する回復力が高い
アーキテクチャの例を記載しまし
た。

AWS Shield ガイドの更
新 (p. 449)

Shield ガイドの情報を拡充し、
2022 年 2 月 28 日
さまざまなセクションの編成を
改善しました。主な変更点は、次
の Shield ガイドのセクションで
確認できます: Shield Response
Team (SRT) のサポート、AWS
Shield Advanced でのリソース保
護、および DDoS イベントに対
する可視性。

Firewall Manager が Network
Firewall の集約型デプロイモデル
のサポートを開始 (p. 384)

分散型および集約型デプロイモデ 2022 年 2 月 24 日
ルを使用するポリシーを設定する
方法を説明する新しい手順を追加
しました。
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Firewall Manager が AWS
Network Firewall の集約型デ
プロイモデルのサポートを追
加 (p. 408)

分散型デプロイモデルまたは集
2022 年 2 月 24 日
約型デプロイモデルのいずれか
を使用するように AWS Network
Firewall ポリシーを設定できる
ようになりました。分散デプロ
イモデルでは、Firewall Manager
は、ポリシー範囲内の各 VPC に
ファイアウォールエンドポイン
トを作成および維持します。集約
型デプロイモデルでは、Firewall
Manager は、単一の検査 VPC で
ファイアウォールエンドポイント
を作成および維持します。

AWS WAF マネージドルール
グループのバージョニングのサ
ポートを AWS Firewall Manager
に追加 (p. 358)

AWS Firewall Manager
2022 年 2 月 18 日
は、Firewall Manager AWS WAF
ポリシーで AWS WAF マネージ
ドルールグループのバージョニン
グをサポートするようになりまし
た。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2022 年 2 月 15 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: IP レピュテーション
リスト。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージ
2022 年 2 月 11 日
ドルールが AWS WAF Fraud
Control アカウント乗っ取り
防止 (ATP) ルールグループ
AWSManagedRulesATPRuleSet
を追加しました。

AWS WAF ガイドの構成の変
更 (p. 6)

マネージド保護の新しい上
2022 年 2 月 11 日
位のセクションを追加しまし
た。CAPTCHA セクションを
ルールから新しいマネージド保
護セクションに移動しました。ラ
ベルセクションをルールから独自
の上位のセクションに移動しまし
た。

AWS WAF アプリケーション統
合 SDK (p. 160)

AWS WAF JavaScript とモバイ
2022 年 2 月 11 日
ルアプリケーション統合 SDK
を使用して、クライアントア
プリケーションを AWS マネー
ジドルールのルールグループ
AWSManagedRulesATPRuleSet
と統合し、ルールグループによる
検出を強化できます。
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AWS WAF Fraud Control アカウ
ント乗っ取り防止 (ATP) (p. 151)

新しい AWS WAF Fraud Control 2022 年 2 月 11 日
アカウント乗っ取り防止 (ATP)
マネージドルールグループ
AWSManagedRulesATPRuleSet
を使用して、アカウント乗っ取り
の試みを検出してブロックできま
す。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2022 年 1 月 28 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

AWS WAF マネージドポリシー
の変更 (p. 221)

2022 年 1 月 11 日
AWSWAFFullAccessPolicy
および
AWSWAFConsoleFullAccess
が更新され、ログ記録の許可が修
正されました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: コアルールセット
(CRS)、SQLi データベース。

Firewall Manager が Shield
Advanced アプリケーションレ
イヤー DDoS 自動緩和をサポー
ト (p. 399)

Amazon CloudFront リソース
2022 年 1 月 7 日
向けの Firewall Manager Shield
Advanced のポリシーに、アプリ
ケーションレイヤー DDoS 自動
緩和のサポートが含まれるように
なりました。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2021 年 12 月 17 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2021 年 12 月 11 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2021 年 12 月 10 日
ルールが次のルールグループを更
新しました: 既知の不正な入力。

新しい AWS Shield Advanced
サービスにリンクされたロー
ル (p. 521)

アプリケーションレイ
2021 年 12 月 1 日
ヤー DDoS 自動緩和機
能をサポートするために
AWSServiceRoleForAWSShield
を追加しました。

新しい AWS Shield Advanced マ
ネージドポリシー (p. 520)

アプリケーションレイ
2021 年 12 月 1 日
ヤー DDoS 自動緩和機
能をサポートするために
AWSShieldServiceRolePolicy
を追加しました。
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アプリケーションレイヤー DDoS
自動緩和オプションが AWS
Shield Advanced for CloudFront
で利用可能に (p. 479)

Shield Advanced は、Amazon
2021 年 12 月 1 日
CloudFront ディストリビュー
ション向けにアプリケーショ
ンレイヤー DDoS 自動緩和を
サポートするようになりまし
た。CloudFront ディストリ
ビューションに対するアプリケー
ションレイヤー DDoS 攻撃の一
部であるウェブリクエストを自動
的にカウントまたはブロックする
ように Shield Advanced を設定
できます。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: コアルールセット
(CRS)、Windows オペレーティ
ングシステム、Linux オペレー
ティングシステム、および IP レ
ピュテーションリスト。

2021 年 11 月 23 日

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

2021 年 11 月 18 日

AWS WAF の拡張ログ記録オプ
ション (p. 179)

ウェブ ACL トラフィックのロ
2021 年 11 月 15 日
グを Amazon CloudWatch Logs
ロググループまたは Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) バケットに記録できるよう
になりました。これらのオプ
ションは、Amazon Kinesis Data
Firehose へのログ記録の既存の
オプションに追加されています。

AWS WAF マネージドポリシー
の変更 (p. 221)

2021 年 11 月 15 日
AWSWAFFullAccessPolicy
および
AWSWAFConsoleFullAccess
が更新され、追加のログ記録の宛
先をサポートするようになりまし
た。

AWS WAF の新しい CAPTCHA
ルールアクションのオプショ
ン (p. 173)

ウェブリクエストに対して
2021 年 11 月 8 日
CAPTCHA チェックを実行し、
必要に応じてクライアントに
CAPTCHA チャレンジを送信す
るようにルールを設定できます。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージ
ドルールがコアルールセット
(CRS) ルールグループを更新し
ました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 35)

すべての AWS マネージドルール 2021 年 10 月 25 日
のルールグループがラベル付けを
サポートするようになりました。
ルールの説明には、ラベルの指定
が含まれます。
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Firewall Manager が Network
Firewall ログフィルタリングをサ
ポート (p. 413)

AWS Firewall Manager
2021 年 10 月 4 日
は、Network Firewall ポリシーの
ログフィルタリングをサポートす
るようになりました。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

正規表現一致ステートメントを
追加しました (p. 99)

ウェブリクエストを 1 つの正規
2021 年 9 月 22 日
表現と照合できるようになりまし
た。

AWS WAF ルールグループ内の
レートベースのルール (p. 97)

AWS WAF ルールグループ内で
2021 年 9 月 13 日
レートベースのルールを定義で
きるようになりました。AWS
Firewall Manager では、この機能
は AWS WAF ポリシーで完全に
サポートされています。

Firewall Manager が AWS WAF
ログフィルタリングをサポー
ト (p. 397)

AWS Firewall Manager は、AWS 2021 年 8 月 31 日
WAF ポリシーのログフィルタリ
ングをサポートするようになりま
した。

AWS Firewall Manager で範囲外
のリソース保護を自動的に削除
する (p. 392)

AWS Firewall Manager では、ポ 2021 年 8 月 25 日
リシーの範囲から外れるリソー
スから自動的に保護を削除できま
す。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

マネージドルールグループに
バージョンニングを追加しまし
た (p. 26)

マネージドルールグループのプ
2021 年 8 月 9 日
ロバイダーは、ルールグループを
バージョニングできるようになり
ました。

AWS Firewall Manager 管理者の
要件を変更する (p. 352)

Firewall Manager 管理者アカウン 2021 年 8 月 2 日
トとして、組織の管理アカウント
を使用できます。これは禁止され
ていました。

2021 年 9 月 29 日

2021 年 8 月 12 日

Firewall Manager のクォータの引 Firewall Manager ポリシーの範囲 2021 年 7 月 28 日
き上げ (p. 445)
内に存在できる Amazon VPC イ
ンスタンスの数を 10 から 100 に
引き上げました。
AWS Network Firewall ルート
テーブルモニタリングの AWS
Firewall Manager のサポー
ト (p. 396)

AWS Firewall Manager は、ルー 2021 年 7 月 8 日
トテーブルのモニタリングをサ
ポートし、ルートが正しく設
定されていない AWS Network
Firewall ポリシーのセキュリティ
管理者に修復アクションのレコメ
ンデーションを提供するようにな
りました。
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AWS WAF の追加テキスト変換
オプション (p. 111)

リクエストを検査する前にウェブ 2021 年 6 月 24 日
リクエストコンポーネントに適用
できる追加のテキスト変換があり
ます。

Firewall Manager AWS WAF ポ
リシーリソースの命名を変更し
ました (p. 396)

Firewall Manager が AWS WAF
2021 年 5 月 26 日
ポリシーのために管理するウェブ
ACL、ルールグループ、およびロ
グ記録の命名が変更されました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2021 年 5 月 4 日
ルールが IP レピュテーション
リストへのラベル付けのサポー
トを追加し、Amazon IP レピュ
テーションリストのルール名のサ
フィックスを削除しました。

AWS Organizations 委任され
た管理者のサポートを追加す
る (p. 352)

AWS Firewall Manager 管理者ア 2021 年 4 月 30 日
カウントを設定すると、Firewall
Manager は、そのアカウント
を Firewall Manager の AWS
Organizations 委任された管理者
として指定するようになりまし
た。この変更により、Firewall
Manager 管理者アカウントを設
定するときに、組織の管理アカウ
ント以外のメンバーアカウントを
指定する必要があります。この変
更は、既存の設定には影響しませ
ん。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2021 年 4 月 1 日
ルールが AWS WAF Bot Control
ルールグループを追加しました。

ルールグループ内で個別のルー
ルアクションをカウントに設定
する (p. 16)

ルールグループ内の個々のルー
2021 年 4 月 1 日
ルアクションをカウントに設定で
きるようになりました。ルールグ
ループレベルにある既存の上書き
の情報が修正されました。

マネージドルールグループの
スコープダウンステートメン
ト (p. 114)

レートベースのステートメントと 2021 年 4 月 1 日
同じ方法で、マネージドルールグ
ループでスコープダウンステート
メントを使用できるようになりま
した。

ログのフィルタリング (p. 179)

ルールのアクションとラベルに基 2021 年 4 月 1 日
づいて、ログに記録するウェブ
ACL トラフィックをフィルタリ
ングできるようになりました。

ウェブリクエストの AWS WAF
ラベル (p. 130)

一致するウェブリクエストにラベ 2021 年 4 月 1 日
ルを追加し、他のルールによって
追加されたラベルと照合するルー
ルを設定できます。
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AWS WAF Bot Control (p. 138)

新しい AWS WAF Bot Control 機 2021 年 4 月 1 日
能を使用して、ボットトラフィッ
クをモニタリングおよび制御で
きます。この機能は、新しい Bot
Control マネージドルールグルー
プとウェブリクエストのラベル付
け、スコープダウンステートメン
ト、およびログフィルタリングを
組み合わせたものです。

Firewall Manager が Amazon
Route 53 Resolver DNS Firewall
ポリシーをサポート (p. 415)

AWS Firewall Manager は、VPC 2021 年 3 月 31 日
の Amazon Route 53 Resolver
DNS Firewall アウトバウンド
DNS トラフィックフィルタリン
グの一元管理をサポートしていま
す。

カスタムリクエストとレスポン
スの処理 (p. 124)

AWS WAF が許可またはカウン
2021 年 3 月 29 日
トするウェブリクエストにカス
タムヘッダーを含めることがで
き、AWS WAF がブロックする
ウェブリクエストについてはカ
スタムレスポンスを送信できま
す。ウェブ ACL のデフォルトア
クションおよびルールアクション
の設定で使用できます。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更 (p. 437)

FMSServiceRolePolicy に更
新します。

2021 年 3 月 17 日

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
ルールが次のルールグループを
更新しました: コアルールセット
(CRS)、管理者保護、既知の不正
な入力、および Linux オペレー
ティングシステム。

2021 年 3 月 3 日

AWS WAF マネージドポリシー
の変更の追跡 (p. 221)

AWS WAF が AWS マネージドポ 2021 年 3 月 1 日
リシーの変更の追跡を開始しまし
た。

AWS Firewall Manager マネージ
ドポリシーの変更の追跡 (p. 437)

Firewall Manager が AWS マネー 2021 年 3 月 1 日
ジドポリシーの変更の追跡を開始
しました。

AWS Shield Advanced マネージ
ドポリシーの変更の追跡 (p. 520)

Shield Advanced は、AWS マ
2021 年 3 月 1 日
ネージドポリシーの変更の追跡を
開始しました。

ウェブリクエストボディを解
析された JSON として検査す
る (p. 108)

ウェブリクエストボディを解析お 2021 年 2 月 12 日
よびフィルタリングされた JSON
として検査するオプションを追加
しました。これは、ウェブリクエ
ストボディをプレーンテキストと
して検査する既存のオプションに
追加されるものです。
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Firewall Manager が AWS
Network Firewall ポリシーをサ
ポート (p. 408)

AWS Firewall Manager は、VPC 2020 年 11 月 17 日
の AWS Network Firewall ネット
ワークトラフィックフィルタリン
グの一元管理をサポートします。

AWS Shield Advanced 保護
グループのサポートを追加す
る (p. 496)

保護されたリソースを論理グルー 2020 年 11 月 13 日
プにグループ化し、それらの保護
をまとめて管理できるようになり
ました。

AWS AppSync のサポートが
AWS WAF に追加されまし
た (p. 6)

これで、AWS WAF ウェブ ACL
を AWS AppSync GraphQL API
に関連付けることができます。
この変更は、AWS WAF の最新
バージョンでのみ利用可能であ
り、AWS WAF Classic では利用
できません。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 9 月 23 日
ルールが Windows オペレーティ
ングシステムのルールセットを更
新しました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 9 月 16 日
ルールが PHP アプリケーション
と POSIX オペレーティングシス
テムのルールセットを更新しまし
た。

AWS Shield コンソールを更新し
ました (p. 467)

AWS Shield は、ユーザーエクス 2020 年 9 月 1 日
ペリエンスが改善された新しい
コンソールオプションを提供しま
す。このドキュメントのコンソー
ルに関するガイダンスは、新しい
コンソールに関するものです。

Firewall Manager が共通セキュ
リティグループポリシーを更
新 (p. 407)

AWS Firewall Manager の共通
2020 年 8 月 11 日
のセキュリティグループポリ
シーは、コンソール実装を通じ
て、Application Load Balancer お
よび Classic Load Balancer のリ
ソースタイプをサポートするよう
になりました。新しいオプショ
ンは、共通ポリシーの [Policy
scope] (ポリシーの範囲) 設定で
使用できます。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 8 月 7 日
ルールがコアルールセットを更新
しました。

Firewall Manager が AWS WAF
ログ記録設定をサポート (p. 397)

AWS Firewall Manager は、AWS 2020 年 7 月 30 日
WAF ポリシーの集中ログ記録設
定をサポートするようになりまし
た。
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ウェブリクエストで IP アドレス
の場所を指定する (p. 115)

ウェブリクエストの発信元を使
2020 年 7 月 9 日
用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダーからの IP アドレスを
使用するオプションを追加しま
した。代替ヘッダーは通常 XForwarded-For (XFF) ですが、
任意のヘッダー名を指定できま
す。このオプションは、IP セッ
ト一致、geo 一致、およびレート
ベースのルールカウント集約に使
用できます。

Firewall Manager がコンテンツ
監査セキュリティグループポリ
シーを更新 (p. 404)

AWS Firewall Manager では、マ 2020 年 7 月 7 日
ネージドアプリケーションとプロ
トコルリストを使用するマネージ
ドルールオプション、リソース違
反の詳細など、コンテンツ監査セ
キュリティグループポリシーの機
能が拡張されています。

Firewall Manager のマネージドリ AWS Firewall Manager は、マ
2020 年 7 月 7 日
スト (p. 392)
ネージドアプリケーションとプロ
トコルリストをサポートするよう
になりました。Firewall Manager
はいくつかのリストを管理しま
す。また、独自のリストを作成し
て管理できます。
Firewall Manager は、共通セキュ AWS Firewall Manager では、共 2020 年 5 月 26 日
リティグループポリシーで共有
有 VPC で共通セキュリティグ
VPC をサポートします (p. 402)
ループポリシーの使用がサポー
トされるようになりました。これ
は、範囲内のアカウントが所有す
る VPC での使用に加えて、行う
ことができます。
AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 35)

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 5 月 20 日
ルールで、各ルールのドキュメン
トを追加しました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました (p. 69)

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 5 月 19 日
ルールで、Linux オペレーティン
グシステムのルールグループを更
新しました。

AWS WAF ( v2) への AWS WAF
Classic リソース移行のサポート
を追加 (p. 233)

コンソールまたは API を使用
2020 年 4 月 27 日
して、最新バージョンの AWS
WAF に移行するために AWS
WAF Classic リソースをエクス
ポートできるようになりました。
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ポリシーの範囲に AWS
Organizations の組織単位のサ
ポートを追加 (p. 371)

AWS Firewall Manager で
2020 年 4 月 6 日
は、AWS Organizations の組織単
位 (OU) を使用してポリシーの範
囲を指定できるようになりまし
た。OU を使用して、特定のアカ
ウントを含めたり除外したりする
ほかに、範囲にアカウントを含め
たり、スコープからアカウントを
除外したりできます。OU を指定
する方法は、OU およびその子で
ある OU のすべてのアカウント
(後から追加される子の OU およ
びアカウントを含む) を指定する
方法と同じです。

AWS WAF (v2) のサポートを
AWS Firewall Manager に追
加 (p. 371)

AWS Firewall Manager では、
以前のバージョンである AWS
WAF Classic に加えて、AWS
WAF の最新バージョンをサポー
トするようになりました。

AWS Firewall Manager 共通セ
キュリティグループポリシーの
更新

AWS Firewall Manager 共通セ
2020 年 3 月 11 日
キュリティグループポリシーに、
範囲内の Amazon EC2 インスタ
ンスのすべての Elastic Network
Interface に対してポリシーを適
用するオプションが追加されまし
た。ただし、引き続きデフォルト
の Elastic Network Interface にの
みポリシーを適用することも選択
できます。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました

AWS WAF の AWS
2020 年 3 月 6 日
マネージドルールが
AWSManagedRulesAnonymousIpList
ルールグループを追加しました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました

AWS WAF の AWS マネー
2020 年 3 月 3 日
ジドルールが WordPress
アプリケーションと
AWSManagedRulesCommonRuleSet
のルールグループを更新しまし
た。

AWS Shield Advanced 保護オ
プションに Amazon Route 53
ヘルスチェックを追加しまし
た (p. 485)

Shield Advanced では、Amazon 2020 年 2 月 14 日
Route 53 ヘルスチェックの関連
付けの使用をサポートして、脅威
の検出と緩和機能の精度を向上さ
せます。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました

AWS WAF の AWS マネージド
2020 年 1 月 23 日
ルールの SQL データベースルー
ルグループが更新され、メッセー
ジ URI のチェックが追加されま
した。
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セキュリティグループ使用状況
Firewall Manager には、セキュリ 2020 年 1 月 14 日
監査ポリシーの Firewall Manager ティグループ使用状況監査ポリ
の新しいオプション
シーの新しいオプションがありま
す。セキュリティグループの未使
用状態が最低何分続いたら非準拠
とみなすかを設定できるようにな
りました。デフォルトでは、この
時間設定はゼロです。
AWS WAF ポリシー用の Firewall
Manager の新しいオプション

Firewall Manager には、AWS
2020 年 1 月 14 日
WAF ポリシーの新しいオプショ
ンがあります。ポリシーの新しい
ウェブ ACL を関連付ける前に、
範囲内のリソースから既存のウェ
ブ ACL の関連付けをすべて削除
することを選択できるようになり
ました。

AWS WAF の AWS マネージド
ルールを更新しました

AWS WAF の AWS マネージド
2019 年 12 月 20 日
ルールで、コアルールセットお
よび SQL データベースルールグ
ループのルールのテキスト変換が
更新されました。

AWS Firewall Manager と AWS
Security Hub を統合

AWS Firewall Manager は、コン 2019 年 12 月 18 日
プライアンス違反のリソースと
攻撃の検出結果を作成し、AWS
Security Hub に送信するようにな
りました。

AWS WAF バージョン 2 のリ
リース

「AWS WAF デベロッパーガイ
2019 年 11 月 25 日
ド」の新バージョン。JSON 形
式でウェブ ACL またはルール
グループを管理できます。拡張
された機能には、論理ルールス
テートメント、ルールステート
メントのネスト、IP アドレスお
よびアドレス範囲の完全な CIDR
サポートが含まれます。ルール
は AWS リソースでなくなり、
ウェブ ACL やルールグループ
のコンテキストにのみ存続しま
す。既存のお客様の場合、サー
ビスの以前のバージョンは AWS
WAF Classic と呼ばれるように
なりました。API、SDK、CLI で
は、AWS WAF Classic は命名
スキームを保持し、AWS WAF
の最新バージョンの名称はコン
テキストに応じて「V2」または
「v2」を追加されます。AWS
WAF は AWS WAF Classic で作
成された AWS リソースにはア
クセスできません。これらのリ
ソースを AWS WAF で使用する
には、移行する必要があります。
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AWS WAF の AWS マネージド
ルールのルールグループ

AWS マネージドルールのルール 2019 年 11 月 25 日
グループを追加しました。これら
は AWS WAF のお客様に無料で
ご利用いただけます。

Amazon Virtual Private Cloud
セキュリティグループの AWS
Firewall Manager サポート

Firewall Manager に Amazon
VPC セキュリティグループのサ
ポートを追加しました。

2019 年 10 月 10 日

AWS Firewall Manager による
AWS Shield Advanced のサポー
ト

Firewall Manager に Shield
Advanced のサポートを追加しま
した。

2019 年 3 月 15 日

チュートリアル: 階層型ポリシー
の作成

チュートリアル : AWS Firewall
2019 年 2 月 11 日
Manager での階層型ポリシーの
作成に関するチュートリアルを追
加しました。

ルールグループのルールレベル
の制御

独自のルールグループと同様
2018 年 12 月 12 日
に、AWS Marketplace ルールグ
ループから個々のルールを除外で
きるようになりました。

AWS Global Accelerator 標準ア
クセラレーターの AWS Shield
Advanced サポート

Shield Advanced は、AWS
2018 年 11 月 26 日
Global Accelerator 標準アクセラ
レーターを保護できるようになり
ました。

Amazon API Gateway の AWS
WAF サポート

AWS WAF は、Amazon API
Gateway API を保護するように
なりました。

2018 年 10 月 25 日

拡張された AWS Shield
Advanced 使用開始ウィザード

新しいウィザードは、レー
トベースのルールと Amazon
CloudWatch Events を作成する
機会を提供します。

2018 年 8 月 31 日

AWS WAF ログ記録

ログ記録を有効にして、ウェブ
2018 年 8 月 31 日
ACL で分析されるトラフィック
に関する詳細情報を取得します。

条件内のパラメータのクエリを
サポート

条件を作成するときに、特定のパ 2018 年 5 月 5 日
ラメータに対するリクエストを検
索できるようになりました。

Shield Advanced 使用開始ウィ
ザード

AWS Shield Advanced にサブス
2018 年 5 月 5 日
クライブするための新しい効率的
な手順を導入しました。

許可される CIDR 範囲が拡張さ
れました

IP 一致条件を作成する際
に、AWS WAF で IPv4 アドレス
範囲 (/8 および /16 から /32 まで
の任意の範囲) がサポートされる
ようになりました。
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2018 年よりも前の更新
次の表は、「AWS WAF デベロッパーガイド」の各リリースでの 2018 年より前の重要な変更を示してい
ます。
変更

API バー
ジョン

説明

リリース日

更新

2016-08-24

AWS Marketplace ルールグループ

2017 年 11
月

更新

2016-08-24

Elastic IP 向けの Shield Advanced サポート

2017 年 11
月

更新

2016-08-24

グローバル脅威ダッシュボード

2017 年 11
月

更新

2016-08-24

DDoS 対応ウェブサイトのチュートリアル

2017 年 10
月

更新

2016-08-24

Geo 条件と正規表現条件

2017 年 10
月

更新

2016-08-24

レートベースのルール

2017 年 6 月

更新

2016-08-24

再編成

2017 年 4 月

更新

2016-08-24

DDOS 保護とアプリケーションロードバランサーのサポー
トに関する情報を追加しました。

2016 年 11
月

新機能

2015-08-24

AWS WAF へのすべての API コールを AWS CloudTrail を
介してログに記録できるようになりました。これは、アカ
ウントの API コールを記録し、S3 バケットにログファイ
ルを配信する AWS サービスです。CloudTrail ログを使用
すると、セキュリティを分析したり、AWS リソースの変
更を追跡したりできます。また、このログは準拠に関する
監査に役立ちます。AWS WAF と CloudTrail を統合するこ
とで、AWS WAF API に対して実行されたリクエストの種
類、リクエストの実行元 IP アドレス、実行者、実行日時
などを判断できます。

2016 年 4 月
28 日

AWS CloudTrail を既に使用している場合は、CloudTrail
ログに AWS WAF API コールが表示されます。アカウン
トのために CloudTrail を有効にしていない場合は、AWS
Management Console から CloudTrail で有効にできま
す。CloudTrail を有効にしても追加料金はかかりません
が、Amazon S3 と Amazon SNS の標準の使用料金がかか
ります。
新機能

2015-08-24

AWS WAF を使用して、悪意のある可能性があるスクリプ
ト (クロスサイトスクリプティング (XSS)) が含まれるウェ
ブリクエストを許可、ブロック、またはカウントできるよ
うになりました。攻撃者は、ウェブアプリケーションの脆
弱性を悪用するために、悪意のあるスクリプトをウェブ
リクエストに挿入することがあります。詳細については、
「クロスサイトスクリプティング攻撃ルールステートメン
ト (p. 104)」を参照してください。

568

2016 年 3 月
29 日

AWS WAF、AWS Firewall Manager、およ
び AWS Shield Advanced デベロッパーガイド
2018 年よりも前の更新

変更

API バー
ジョン

説明

リリース日

新機能

2015-08-24

このリリースでは、AWS WAF には次の機能が追加されて
います。

2016 年 1 月
27 日

• クエリ文字列や URI など、リクエストの指定された部分
の長さに基づいてウェブリクエストを許可、ブロック、
またはカウントするように、AWS WAF を設定できま
す。詳細については、「サイズ制約ルールステートメン
ト (p. 101)」を参照してください。
• リクエストボディの内容に基づいてウェブリクエスト
を許可、ブロック、またはカウントするように、AWS
WAF を設定できます。これは、HTTP リクエストボ
ディとしてウェブサーバーに送信する追加のデータ
(フォームからのデータなど) を含むリクエストの部分で
す。この機能は、文字列一致条件、SQL インジェクショ
ン一致条件、上記の新しいサイズ制約条件に適用されま
す。詳細については、「ウェブリクエストコンポーネン
ト (p. 105)」を参照してください。
新機能

2015-08-24

AWS WAF コンソールを使用して、ウェブ ACL を関連
2015 年 11
付ける CloudFront ディストリビューションを選択できる
月 16 日
ようになりました。詳細については、「ウェブ ACL と
CloudFront ディストリビューションの関連付けまたは関連
付け解除」を参照してください。

初回リリー
ス

2015-08-24

これは「AWS WAF デベロッパーガイド」の初回リリース
です。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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