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AWS Well-Architected フレームワーク

AWS Well-Architected Tool の概要
AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) は、AWS のベストプラクティスに照らしてアーキテクチャを
測定するための一貫したプロセスを提供するクラウド内のサービスです。AWS WA Tool は、製品ライフ
サイクル全体を通して以下のことを支援します。
• 決定事項のドキュメント化を支援する
• ベストプラクティスに基づいてワークロードを改善するための推奨事項を提供する
• ワークロードの信頼性、安全性、効率性、費用対効果の向上
AWS WA Tool では、AWS Well-Architected フレームワークのベストプラクティスを使用してワークロー
ドのドキュメント化と測定ができます。これらのベストプラクティスは、AWS ソリューションアーキテク
トがさまざまなビジネスでソリューションを構築してきた長年の経験を基に開発しました。このフレーム
ワークは、アーキテクチャを測定するための一貫したアプローチを提供します。また、時間の経過ととも
にニーズに応じてスケーリングする設計を実装するのに役立つガイダンスも提供します。
AWS のベストプラクティスに加えてカスタムレンズを使用することで、独自のベストプラクティスに照ら
してワークロードを測定できます。カスタムレンズ内の質問は、特定のテクノロジーに特化したり、組織
内のガバナンスニーズに対応したりできるようにカスタマイズできます。カスタムレンズは、AWS レンズ
が提供するガイダンスを補足するものです。
このサービスは、最高技術責任者 (CTO)、アーキテクト、デベロッパー、運用チームのメンバーなど、技
術的な製品開発に携わる方を対象としています。AWS のお客様は、アーキテクチャの文書化、製品起動の
ガバナンス、テクノロジーポートフォリオのリスクの把握と管理のために AWS WA Tool を利用していま
す。
トピック
• AWS Well-Architected フレームワーク (p. 1)
• 定義 (p. 2)
• AWS レンズ (p. 2)

AWS Well-Architected フレームワーク
AWS Well-Architected フレームワークは、特定のアーキテクチャがクラウドのベストプラクティスにど
の程度沿っているかを判断するための、一連の基本的な質問をドキュメント化しています。このフレーム
ワークは、最新のクラウドベースのシステムに要求される品質に照らしてシステムを評価する一貫したア
プローチを提供します。アーキテクチャの状態に基づいて、フレームワークはこれらの品質をより良く達
成するために改善できることを提案します。
このフレームワークを使用することで、信頼性、セキュリティ、効率、コスト効果が高いシステムを設計
し、クラウド内で運用するためのアーキテクチャのベストプラクティスを学習できます。また、このフ
レームワークは、ベストプラクティスに照らしてアーキテクチャを評価し、改善すべき分野を特定する一
貫した方法を提供します。このフレームワークは、運用上の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマ
ンス効率、コスト最適化、持続可能性の 6 本の柱を基本としています。
ワークロードの設計時には、ビジネスニーズに基づいてこれらの柱間でトレードオフを行います。これ
らのビジネス上の意思決定は、エンジニアリングの優先順位決定を促進する助けになります。開発環境
では、信頼性を犠牲にして、コストを削減 (最適化) する場合があります。ミッションクリティカルな
ソリューションでは、コストの増加を受け入れて、信頼性を最適化する場合があります。e コマースソ
リューションでは、顧客満足度が収益の増加を促進する可能性があるため、パフォーマンスを優先する場
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合があります。セキュリティおよび運用上の優秀性は通常、他の柱に対してトレードオフされることはあ
りません。
フレームワークの詳細については、AWSWell-Architected ウェブサイトを参照してください。

定義
AWS WA Tool および AWS Well-Architected フレームワークの場合:
• ワークロードでは、ビジネス価値をもたらす一連のコンポーネントが特定されます。ワークロードは
通常、ビジネスとテクノロジーのリーダーが詳細に話し合う対象です。ワークロードの例には、マー
ケティングウェブサイト、e コマースウェブサイト、モバイルアプリのバックエンド、分析プラット
フォームが含まれます。ワークロードは、アーキテクチャの複雑さのレベルによって異なります。静的
ウェブサイトのようにシンプルなものになる場合も、複数のデータストアと多数のコンポーネントで構
成されるマイクロサービスアーキテクチャのように複雑なものになる場合もあります。
• マイルストーンは、製品のライフサイクル (設計、テスト、稼働開始、本番稼働) を通じて進化するアー
キテクチャの重要な変化を示すものです。
• レンズは、ベストプラクティスに照らしてアーキテクチャを評価し、改善すべき分野を特定する一貫し
た方法を提供します。
AWS が提供するレンズに加えて、独自のレンズを作成して使用したり、共有されたレンズを使用したり
することもできます。
• 高リスクの問題 (HRI) は、ビジネスに重大な悪影響を及ぼす可能性があると AWS が認識した、アーキ
テクチャおよび運用上の選択肢です。HRI は、組織のオペレーション、資産、個人に影響を及ぼす可能
性があります。
• 中リスクの問題 (MRI) は、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性があると AWS が認識した、アーキテク
チャおよび運用上の選択肢ですが、その程度は HRI より低くなります。
詳細については、「高リスクの問題 (HRI) と中リスクの問題 (MRI) (p. 17)」を参照してください。

AWS レンズ
すべてのワークロードに適用される AWS Well-Architected フレームワークレンズに加え、AWS は以下の
追加レンズを提供しています。

AWS サーバーレスアプリケーションレンズ
AWS サーバーレスアプリケーションレンズでは、特定のサーバーレスアプリケーションのワークロード
がクラウドのベストプラクティスとどのように合致しているかを理解するための追加の質問が提供され
ます。このフレームワークは、最新のクラウドベースのシステムに要求される品質に照らしてサーバーレ
スアーキテクチャの主要な要素を評価するための一貫したアプローチを提供します。このフレームワーク
は、アーキテクチャの状態に基づいて、潜在的なリスクを理解し、改善につながる次のステップを見分け
るのに役立ちます。
詳細については、サーバーレスアプリケーションレンズのホワイトペーパーを参照してください。

AWS SaaS レンズ
AWS SaaS レンズでは、Software as a Service (SaaS) アプリケーションについて検討するための追加の
質問が提供されます。
詳細については、SaaS レンズのホワイトペーパーを参照してください。
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AWS Foundational Technical Review (FTR) レンズ
AWS Foundational Technical Review (FTR) レンズでは、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) が AWS
Partner Network (APN) で Foundational Technical Review をリクエストする前に、ワークロードの自己評
価を行うための具体的な質問が提供されます。
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AWS Well-Architected Tool の開始方
法
このセクションでは、AWS WA Tool の開始方法について説明します。
トピック
• IAM ユーザーのプロビジョニング (p. 4)
• ワークロードの定義 (p. 5)
• ワークロードのドキュメント化 (p. 6)
• マイルストーンの保存 (p. 9)

IAM ユーザーのプロビジョニング
このステップでは、IAM ユーザーに AWS WA Tool を使用するためのアクセス許可を付与します。

IAM ユーザーをプロビジョニングするには
1.

IAM ユーザーを作成するか、AWS アカウントに関連付けられている既存の IAM ユーザーを使用しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ユーザーの作成を参照してください。

2.

IAM ユーザーに AWS Well-Architected Tool に対するアクセス許可を付与します。

フルアクセス
フルアクセスにより、ユーザーは AWS WA Tool ですべてのアクションを実行できます。このアクセ
スは、ワークロードの定義、ワークロードの削除、ワークロードの表示、ワークロードの更新に必要
です。
WellArchitectedConsoleFullAccess 管理ポリシーをユーザーに適用します。
カスタムインラインポリシーを適用する場合は、以下の例のようになります。
{

}

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

読み取り専用アクセス
読み取り専用アクセスにより、ユーザーはワークロードを表示できます。
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess 管理ポリシーをユーザーに適用します。
カスタムインラインポリシーを適用する場合は、以下の例のようになります。
{
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}

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

管理ポリシーは、IAM ユーザー、グループ、またはロールに関連付けることができます。
IAM ユーザーにポリシーをアタッチする方法については、ポリシーの使用を参照してください。AWS WA
Tool のアクセス許可を設定する方法の詳細については、「セキュリティ (p. 44)」を参照してくださ
い。

ワークロードの定義
次のステップは、ワークロードを定義することです。

ワークロードを定義するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
AWS WA Tool を初めて使用すると、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。[Define a
workload (ワークロードの定義)] セクションで、[Define workload (ワークロードの定義)] を選択しま
す。
あるいは、左側のナビゲーションペインで、[Workloads (ワークロード)]、[Define workload (ワーク
ロードの定義)] の順に選択します。

3.

AWS がワークロードデータをどのように使用するかの詳細については、[Why does AWS need this
data, and how will it be used?] (AWS がこのデータを必要とする理由とその用途) を選択します。
[Name (名前)] ボックスに、ワークロードの名前を入力します。

Note

4.
5.
6.

7.

名前は 3 ～ 100 文字にしてください。3 文字以上をスペースにしないでください。ワーク
ロード名は一意にしてください。一意かどうかを確認するときは、スペースと大文字の使用
は無視されます。
[Description (説明)] ボックスに、ワークロードの説明を入力します。説明は 3 ～ 250 文字にしてくだ
さい。
[Review owner (レビューの 所有者)] ボックスに、ワークロードのレビュープロセスを所有するプライ
マリグループまたは個人の名前、E メールアドレス、または識別子を入力します。
[環境] ボックスで、ワークロードの環境を選択します。
•
[Production] (本番稼動) – ワークロードは本番稼動環境で実行されます。
•
[Pre-production] (本番稼働前) – ワークロードは本番稼働前環境で実行されます。
[リージョン] セクションで、ワークロードのリージョンを選択します。
•
•

[AWS リージョン] (AWS リージョン)– ワークロードが実行される AWS リージョンを 1 つずつ選
択します。
Non-AWSリージョン— 以外のリージョンの名前を入力しますAWSワークロードが実行される場
所。最大 5 つの一意のリージョンをカンマで区切って指定できます。
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ワークロードに該当する場合は、両方のオプションを使用します。
8.

(オプション) [Account IDs] (アカウント ID) ボックスに、ワークロードに関連付けられている AWS ア
カウントの ID を入力します。最大 100 個の一意のアカウント ID をカンマで区切って指定できます。

9.

(オプション) [ Architectural design (アーキテクチャ設計)] ボックスに、アーキテクチャ設計の URL を
入力します。

10. (オプション) [Industry type (業界)] ボックスで、ワークロードに関連する業界を選択します。
11. (オプション) [Industry (業種)] ボックスで、ワークロードに最も一致する業種を選択します。
12. (オプション) [Tags] (タグ) セクションで、ワークロードに関連付けるタグを追加します。
タグの詳細については、AWS WA Tool リソースのタグ付け (p. 62) を参照してください。
13. [次へ] を選択します。
必須ボックスが空白の場合、または指定した値が無効な場合は、続行する前に問題を修正する必要が
あります。
14. このワークロードに適用するレンズを選択します。ワークロードには最大 20 個のレンズを追加でき
ます。AWS は以下のレンズを提供しています。
•

[AWS Well-Architected Framework] ( Well-Architected フレームワーク) – このレンズでは、すべて
のクラウドアーキテクチャについて検討するための基礎的な質問が提供されます。このレンズは
すべてのワークロードに適用されます。

•

[FTR Lens] (FTR レンズ) – このレンズを選択すると、AWS パートナーネットワーク (APN) で
Foundational Technical Review (FTR) をリクエストする前に検討する必要がある追加の質問が提
供されます。

•

[Serverless Lens] (サーバーレスレンズ) – このレンズを選択すると、サーバーレスアプリケー
ションのワークロードについて検討するための追加の質問が提供されます。

•

[SaaS Lens] (SaaS レンズ) – このレンズを選択すると、Software as a Service (SaaS) のワーク
ロードについて検討するための追加の質問が提供されます。

カスタムレンズを作成した場合、またはカスタムレンズが共有されている場合は、それらもリストに
表示されます。

免責事項
他の AWS ユーザーまたはアカウントが作成したカスタムレンズにアクセスする、またはそ
れらを適用する (あるいはその両方) ことで、他のユーザーによって作成され共有されたカス
タムレンズが、AWS カスタマーアグリーメントに定義されているサードパーティコンテンツ
であることを認めるものとします。
15. [Define workload (ワークロードの定義)] を選択します。
必須ボックスが空白の場合、または指定した値が無効な場合は、ワークロードを定義する前に問題を
修正する必要があります。

ワークロードのドキュメント化
ワークロードを定義したら、その状態をドキュメント化します。

ワークロードの状態をドキュメント化するには
1.

最初にワークロードを定義すると、ワークロードの現在の詳細を示すページが表示されます。[Start
reviewing (レビューの開始)] を選択して開始します。
それ以外の場合は、左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択してから、
ワークロードの名前を選択して、ワークロード詳細ページを開きます。[Continue reviewing (確認を続
行)] を選択します。
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2.

最初の質問が表示されます。質問ごとに、以下の手順を実行します。
a.

質問を読み、質問がワークロードに当てはまるかどうかを判断します。
その他のガイダンスについては、[Info (情報)] を選択すると、右側のパネルに情報が表示されま
す。
•

質問がワークロードに当てはまらない場合は、[Question does not apply to this workload (質
問はこのワークロードに当てはまらない)] を選択します。

•

それ以外の場合は、リストから現在従っているベストプラクティスを選択します。
現在どのベストプラクティスにも従っていない場合は、[None of these (該当なし)] を選択し
ます。

任意の項目に関するその他のガイダンスについては、[Info (情報)] を選択すると、右側のパネルに
情報が表示されます。
b.

(オプション) 1 つ以上のベストプラクティスがワークロードに適用されない場合は、[Mark best
practice(s) that don't apply to this workload] (このワークロードに適用されないベストプラクティ
スをマーク) を選択します。選択したベストプラクティスごとに、オプションで理由を選択し、
追加の詳細を指定できます。

c.

(オプション) 質問に関する情報を記録するには、[コメント] ボックスを使用します。
たとえば、質問が当てはまらない理由を説明したり、選択したベストプラクティスに関する追加
の詳細を提供したりできます。

d.

次の質問に進むには [Next (次へ)] を選択します。

各柱の質問ごとにこれらのステップを繰り返します。
3.

変更を保存し、ワークロードのドキュメント化を一時停止するときは、いつでも [Save and exit (保存
して修了)] を選択します。

質問に戻るには、ワークロード詳細ページに移動し、[Continue reviewing (レビューの続行)] を選択しま
す。

[Question] (質問) ページ
質問ページには 3 つのパネルがあります。
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1. 左側のパネルには、各柱の質問が表示されます。回答した質問には [Done] (完了) と表示されます。各
柱の回答された質問の数は柱の名前の横に表示されます。
他の柱の質問に移動するには、その柱の名前を選択してから回答する質問を選択します。
2. 中央のパネルには現在の質問が表示されます。従っているベストプラクティスを選択します。質問に関
する詳細やベストプラクティスを入手するには、[Info (情報)] を選択します。選択専門家に尋ねるにア
クセスするにはAWSre: Post コミュニティAWSWell-Architected。AWSRe: post はトピックベースです
question-and-answer コミュニティの置換AWSフォーラム Re: post を使用すると、回答を見つけたり、
質問に答えたり、グループに参加したり、人気のあるトピックをフォローしたり、お気に入りの質問や
回答に投票したりできます。
オプションとして、1 つ以上のベストプラクティスを適用しないものとしてマークする場合は、[Mark
best practice(s) that don't apply to this workload] (このワークロードに適用されないベストプラクティス
をマーク) を選択します。
このパネルの下部にあるボタンを使用して、次の質問に進むか、前の質問に戻るか、変更内容を保存し
て終了します。
3. 右側のパネルには、詳細と役立つリソースが表示されます。選択専門家に尋ねるにアクセスするには
AWSre: Post コミュニティAWSWell-Architected。このコミュニティでは、ワークロードの設計、構
築、デプロイ、および運用に関する質問をすることができます。AWS。
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マイルストーンの保存
マイルストーンはいつでも保存できます。マイルストーンには、ワークロードの現在のステータスが記録
されます。

マイルストーンを保存するには
1.

ワークロード詳細ページで、[Save milestone (マイルストーンの保存)] を選択します。

2.

[Milestone name (マイルストーン名)] ボックスに、マイルストーンの名前を入力します。

Note
名前は 3 ～ 100 文字にしてください。3 文字以上をスペースにしないでください。ワーク
ロードに関連付けられるマイルストーン名は一意にしてください。一意かどうかを確認する
ときは、スペースと大文字の使用は無視されます。
3.

[Save] (保存) を選択します。

マイルストーンを保存した後は、そのマイルストーンに記録されたワークロードデータを変更することは
できません。
詳細については、マイルストーン (p. 38)を参照してください。
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チュートリアル
このチュートリアルでは、AWS Well-Architected Tool を使用してワークロードをドキュメント化および測
定する方法について説明します。この例では、小売 e コマースウェブサイトのワークロードを定義してド
キュメント化する方法を順を追って説明します。
トピック
• ステップ 1: ワークロードの定義 (p. 10)
• ステップ 2: ワークロードの状態をドキュメント化する (p. 11)
• ステップ 3: 改善計画をレビューする (p. 13)
• ステップ 4: 改善を行って進捗を評価する (p. 14)

ステップ 1: ワークロードの定義
まず、ワークロードを定義します。

ワークロードを定義するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

Note
ワークロードの状態をドキュメント化する IAM ユーザーは、AWS WA Tool への完全なアク
セス許可 (p. 4)を持っている必要があります。
2.

[Define a workload (ワークロードの定義)] セクションで、[Define workload (ワークロードの定義)] を
選択します。

3.

[Name (名前)] ボックスに、ワークロード名として「Retail Website - North America」と入力
します。

4.

[Description (説明)] ボックスに、ワークロードの説明を入力します。

5.

左レビュー所有者ボックスに、ワークロードレビュープロセスの担当者の名前を入力します。

6.

左環境ボックスに、ワークロードが本番稼働用環境にあることを示します。

7.

ワークロードは AWS とそのローカルデータセンターの両方で実行されます。
a.

SelectAWS リージョンをクリックし、ワークロードが実行される北米の 2 つのリージョンを選択
します。

b.

また、非AWSリージョンをクリックし、ローカルデータセンターの名前を入力します。

8.

-アカウント IDボックスはオプションです。何も関連付けないAWS アカウントこの作業負荷で。

9.

-アーキテクチャ図ボックスはオプションです。アーキテクチャ図をこのワークロードに関連付けない
でください。

10. [Industry type (産業タイプ)] ボックスと [Industry (産業)] ボックスはオプションで、このワークロード
には指定されていません。
11. この例では、ワークロードにタグを適用しないでください。[次へ] を選択します。
12. この例では、AWSWell-Architected フレームワークレンズ。自動的に選択されます。[Define workload
(ワークロードの定義)] を選択して、これらの値を保存し、ワークロードを定義します。
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13. ワークロードを定義したら、[Start reviewing (レビューの開始)] を選択してワークロードの状態のド
キュメント化を開始します。

ステップ 2: ワークロードの状態をドキュメント化
する
ワークロードの状態をドキュメントするために、選択したレンズの質問が提示されます。AWSWellArchitected フレームワーク:運用上の優秀性、セキュリティ、信頼性、コスト最適化、コスト最適化、持続
可能性
質問ごとに、表示されるリストからお客様が従っているベストプラクティスを選択します。ベストプラク
ティスに関する詳細が必要な場合は、[Info (情報)] を選択すると、右側のパネルに詳細とリソースが表示さ
れます。
選択エキスパートに質問するにアクセスするにはAWSre: PostコミュニティAWSWell-Architected。この
コミュニティでは、ワークロードの設計、構築、デプロイ、および運用に関する質問をすることができま
す。AWS。

1.

次の質問に進むには [Next (次へ)] を選択します。左側のパネルを使用して、同じ柱の別の質問、また
は別の柱の質問に移動できます。

2.

[Question does not apply to this workload] (質問はこのワークロードに当てはまらない) または [None
of these] (該当なし) を選択した場合、AWS は [Notes] (コメント) ボックスに理由を入力することをお
勧めします。これらのコメントはワークロードレポートの一部として含まれ、今後、ワークロードに
変更を加えるときに役立つことがあります。
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Note
オプションで、1 つ以上の個々のベストプラクティスを適用しないものとしてマークできま
す。[Mark best practice(s) that don't apply to this workload] (このワークロードに適用されな
いベストプラクティスをマーク) を選択し、適用されないベストプラクティスを選択します。
オプションで理由を選択し、追加の詳細を入力できます。適用されないベストプラクティス
ごとにこれを繰り返します。

Note
[] を選択すると、いつでもこのプロセスを一時停止できます。保存して終了する.後で再開す
るには、AWS WA Toolコンソールで選択してくださいワークロード左のナビゲーションペイ
ンに表示されます。
3.

ワークロードの名前を選択して、ワークロードの詳細ページを開きます。

4.

[Continue reviewing (レビューを続ける)] を選択すると、中断した場所に移動します。

5.

すべての質問を完了すると、ワークロードの概要ページが表示されます。今すぐこれらの詳細をレ
ビューできます。または、後で左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択
し、ワークロード名を選択して詳細に移動できます。

ワークロードの状態を初めてドキュメント化した後、マイルストーンを保存してワークロードレポートを
生成する必要があります。
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マイルストーンにはワークロードの現在の状態が記録されるため、改善計画に基づいて変更を加えながら
進捗状況を評価できます。
ワークロード詳細ページから、次の操作を行います。
1.

左ワークロードの概要[] セクションで、[] を選択しますマイルストーンの保存ボタンを使用します。

2.

EnterVersion 1.0 - initial reviewとしてマイルストーンの名前。

3.

[Save] (保存) を選択します。

4.

ワークロードレポートを生成するには、目的のレンズを選択します。[Generate report (レポートの生
成)] を選択すると、PDF ファイルが作成されます。このファイルには、ワークロードの状態、特定さ
れたリスクの数、推奨される改善点のリストが含まれています。

ステップ 3: 改善計画をレビューする
選択したベストプラクティスに基づいて、AWS WA Tool は、AWS Well-Architected フレームワークレン
ズに対して評価された高リスクおよび中リスクの領域を特定します。
改善計画を確認するには、次の手順を実行します。
1.

選択AWSWell-Architected フレームワークからのレンズの セクション概要ページで.

2.

次に、[Improvement plan (改善計画)] を選択します。

このワークロード例では、AWS Well-Architected フレームワークレンズにより、高リスクの問題が 3 つと
中リスクの問題が 1 つ特定されました。

の更新[Improvement status (改善ステータス)]ワークロードに、ワークロードの改善が開始されていないこ
とを示します。
変更するには[Improvement status (改善ステータス)]:
1.

[Improvement Plan (改善計画)] から、ワークロードの名前をクリックします。Retail Website North America) をページの上部にあるブレッドクラムに追加します。
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2.

[] をクリックします。プロパティタブ。

3.

に移動します。ワークロードステータスセクションを選択し、未開始ドロップダウンリストから。

4.

[Improvement (改善計画)] に戻ります。プロパティタブをクリックして概要タブをクリック
し、AWSWell-Architected フレームワーク内のリンクレンズセクションに追加します。次に [] をク
リックします改善計画ページの上部にある [] タブを選択します。

[Improvement items (改善項目)] セクションには、ワークロードで特定された推奨改善項目が表示されま
す。質問は、設定した優先度に基づいて並べ替えられ、まず高リスクの問題が、次に中リスクの問題が表
示されます。
質問のベストプラクティスを表示するには、[Recommended improvement items (推奨改善項目)] を展開し
ます。推奨改善アクションはそれぞれ、特定されたリスクを排除するか少なくとも軽減するのに役立つ、
エキスパートからの詳細なガイダンスにリンクされています。

ステップ 4: 改善を行って進捗を評価する
改善計画の一環として、Amazon を追加することで、高リスクの問題の 1 つに対処しました。
CloudWatch そしてAWS Auto Scalingワークロードのサポート。
からの改良項目セクションに追加します。
1.

関連のある質問を選択し、変更を反映するように選択したベストプラクティスを更新します。メモ改
善を記録するために追加されています。

2.

次に [] を選択します。保存して終了するをクリックして、ワークロードの状態を更新します。

3.

変更を加えた後は [Improvement plan (改善計画)] に戻り、それらの変更がワークロードに与えた影響
を確認できます。この例では、これらのアクションによりリスクプロファイルが改善され、高リスク
の問題が 3 つから 1 つに減少しました。
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この時点でマイルストーンを保存してから [Milestones (マイルストーン)] に移動し、ワークロードがどの
ように改善されたかを確認できます。
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ワークロード
ワークロードは、リソースと、ビジネス価値をもたらすコード (顧客向けアプリケーションやバックエン
ドプロセスなど) の集まりです。
ワークロードは、1 つの AWS アカウント内のリソースのサブセットで構成されている場合もあれば、複
数の AWS アカウントにまたがる複数のリソースの集合になっている場合もあります。中小企業では、ほ
んの数ワークロードになる一方、大企業では、数千ワークロードにもなることがあります。
左側のナビゲーションからアクセスできる [Workloads (ワークロード)] ページには、すべてのワークロー
ドに関する情報と、共有されたワークロードが表示されます。
ワークロード別に以下の情報が表示されます。
名前
ワークロードの名前。
所有者
ワークロードを所有する AWS アカウント ID。
回答された質問
回答された質問の数。
[High risks (高リスク)]
特定された高リスクの問題 (HRI) の数。
[Medium risks (中リスク)]
特定された中リスクの問題 (MRI) の数。
[Improvement status (改善ステータス)]
ワークロードに対して設定した改善ステータス。
• [None] (なし)
• 未開始
• 進行中
• 完了
• Risk Acknowledged (リスク認識)
最終更新日
ワークロードが最後に更新された日時。
リストからワークロードを選択したら、次の操作を行います。
• ワークロードの詳細をレビューするには、[View details (詳細の表示)] を選択します。
• ワークロードのプロパティを変更するには、[Edit (編集)] を選択します。
• 他のユーザーとのワークロードの共有を管理するにはAWS アカウント、IAM ユーザー、AWS
Organizations、または組織単位 (OU) の場合は、詳細を表示そしてそれから共有。
• ワークロードとそのすべてのマイルストーンを削除するには、[Delete (削除)] を選択します。ワーク
ロードの所有者のみがこれを削除できます。

Warning
削除したワークロードを元に戻すことはできません。ワークロードに関連付けられているすべ
てのデータが削除されます。
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新しいワークロードを定義するには、[Define workload (ワークロードの定義)] を選択します。詳細につい
ては、「ワークロードの定義 (p. 5)」を参照してください

高リスクの問題 (HRI) と中リスクの問題 (MRI)
AWS Well-Architected Tool で特定された 高リスクの問題 (HRI) は、ビジネスに重大な悪影響を及ぼす可能
性があると AWS が認識した、アーキテクチャおよび運用上の選択肢です。HRI は、組織のオペレーショ
ン、資産、個人に影響を及ぼす可能性があります。中リスクの問題 (MRI) もビジネスに悪影響を及ぼす可
能性がありますが、その程度は比較的低くなります。これらの問題は、AWS Well-Architected Tool で指定
した回答に基づいています。対応するベストプラクティスは、AWS および AWS のお客様に広く適用され
ます。ここでのベストプラクティスとは、AWS Well-Architected フレームワークとレンズによって定義さ
れるガイダンスです。

Note
これらはあくまでガイドラインであり、お客様はそのベストプラクティスを実践しないことでビ
ジネスにどのような影響があるかを評価し、測定する必要があります。ワークロードにベストプ
ラクティスを適用できない技術的またはビジネス上の具体的な理由がある場合、リスクは示され
た値よりも低くなる可能性があります。AWS では、お客様がこれらの理由とその理由によるベ
ストプラクティスへの影響を、ワークロードのコメントに記録することをお勧めしています。特
定されたすべての HRI と MRI について、AWS はお客様に対し、AWS Well-Architected Tool で
定義されているベストプラクティスを実践するようお勧めしています。ベストプラクティスを実
践した場合は、AWS Well-Architected Tool でベストプラクティスが実践済みであるとマークし
て、問題が解決したことを示します。お客様がベストプラクティスを実践しないことを選択した
場合、AWS は、実践しない理由と適切なビジネスレベルの承認を記録することをお勧めしていま
す。

ワークロードの表示
自分が所有しているワークロードと、自分と共有されているワークロードの詳細を表示できます。

ワークロードを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

以下のいずれかの方法で表示するワークロードを選択します。
•

ワークロードの名前を選択します。

•

ワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。

ワークロード詳細ページが表示されます。

Note
必須フィールド [Review owner (レビューの所有者)] が追加されました。これにより、レビュープ
ロセスの主担当者またはグループを簡単に識別できます。
このフィールドが追加される前に定義されたワークロードを初めて表示すると、この変更が通知
されます。[Edit (編集)] を選択して [Review owner (レビュー所有者)] フィールドを設定します。
それ以上のアクションは必要ありません。
[Acknowledge] (了解) を選択すると、[Review owner] (レビュー所有者) フィールドの設定が延期
されます。その 60 日間、フィールドが空白であることを示すバナーが表示されます。バナーを削
除するには、ワークロードを編集し、[Review owner (レビュー所有者)] を指定します。
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指定された日付までにフィールドを設定しない場合、ワークロードへのアクセスが制限されま
す。ワークロードの表示と削除は続行できますが、[Review owner (レビュー所有者)] フィールド
の設定以外は編集できません。ワークロードへの共有アクセスは、アクセスが制限されている間
も影響を受けません。

ワークロードの編集
自分が所有しているワークロードの詳細を編集できます。

ワークロードを編集するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

編集するワークロードを選択したら、[Edit (編集)] を選択します。

4.

ワークロードに変更を加えます。
各フィールドの説明については、「ワークロードの定義 (p. 5)」を参照してください。

5.

[保存] を選択して、ワークロードに加えた変更を保存します。
必須フィールドが空白の場合、または指定した値が無効な場合は、ワークロードに対する更新を保存
する前に問題を修正する必要があります。

ワークロードの共有
自分が所有しているワークロードは、他のと共有できますAWS アカウント、IAM ユーザー、組織、および
同じ組織単位 (OU)AWS リージョン。

Note
ワークロードを共有できるのは、同じ AWS リージョン内だけです。

ワークロードは、他のと共有するにはAWS アカウントIAM ユーザー
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

次のいずれかの方法で、自分が所有しているワークロードを選択します。
•

ワークロードの名前を選択します。

•

ワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。

4.

[共有] を選択します。次に [] を選択します。作成そしてIAM ユーザーまたはアカウントへの共有を作
成するをクリックしてワークロードの招待を作成します。

5.

ワークロードを共有する IAM ユーザーの 12 桁の AWS アカウント ID または ARN を入力します。

6.

付与するアクセス許可を選択します。
読み取り専用
ワークロードへの読み取り専用アクセスを提供します。
[Contributor] (寄稿者)
回答とそのメモへの更新アクセスと、残りのワークロードへの読み取り専用アクセスを提供しま
す。
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7.

[Create] (作成) を選択して、指定した AWS アカウントまたは IAM ユーザーにワークロードの招待を
送信します。

ワークロードの招待が 7 日以内に承諾されない場合、招待は自動的に期限切れになります。
IAM ユーザーとそのユーザーのAWS アカウント両方にワークロードへの招待があり、最高レベルの権限を
持つワークロードの招待が IAM ユーザーに適用されます。

Important
ワークロードを組織または組織単位 (OU) と共有する前に、次の作業を行う必要があります。有
効にしますAWS Organizationsアクセス (p. 60)。

ワークロードを組織または OU と共有するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

次のいずれかの方法で、自分が所有しているワークロードを選択します。
•

ワークロードの名前を選択します。

•

ワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。

4.

[共有] を選択します。次に [] を選択します。作成そしてOrganizations への共有を作成する。

5.

リポジトリの []ワークロード共有の作成ページで、権限を組織全体に付与するか、1 つ以上の OU に
付与するかを選択します。

6.

付与するアクセス許可を選択します。
読み取り専用
ワークロードへの読み取り専用アクセスを提供します。
[Contributor] (寄稿者)
回答とそのメモへの更新アクセスと、残りのワークロードへの読み取り専用アクセスを提供しま
す。

7.

選択作成作業負荷を分担します。

ワークロードへのアクセスを共有している人を確認するには、ワークロード詳細 (p. 22)ページで
[Shares] (共有) を選択します。
エンティティによるワークロードの共有を防止するため、wellarchitected:CreateWorkloadShare
アクションを拒否するポリシーをアタッチします。
また、自分が所有しているカスタムレンズは、他のAWS アカウント、IAM ユーザー、組織、OU が同じ
AWS リージョン。詳細については、カスタムレンズの共有 (p. 30) を参照してください。

共有についての検討事項
ワークロードは、最大 20 の異なる AWS アカウントおよび IAM ユーザーと共有できます。ワークロード
を共有できるのは、ワークロードと同じ AWS リージョンにあるアカウントとユーザーのみです。
2019 年 3 月 20 日以降に開設されたリージョンでワークロードを共有するには、自分と共有先の AWS ア
カウントの両方が AWS Management Console でそのリージョンを有効にする必要があります。詳細につ
いては、AWS グローバルインフラストラクチャを参照してください。
ワークロードは、AWS アカウント、アカウントの個々の IAM ユーザー、またはその両方と共有できま
す。ワークロードを AWS アカウントと共有すると、そのアカウントのすべての IAM ユーザーにワーク
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ロードへのアクセス権が付与されます。アカウントの特定のユーザーだけがアクセス権を必要とする場合
は、ベストプラクティスに従い、最小限の特権を付与して、それらの IAM ユーザーと個別にワークロード
を共有します。
(両方に対して)AWS アカウントと、アカウントの IAM ユーザーがワークロードの招待がある場合、ワー
クロードの招待によって、ワークロードに対するユーザーのアクセス許可が決まります。IAM ユーザーの
ワークロードの招待を削除した場合、ユーザーのアクセス権は AWS アカウントのワークロードの招待に
よって決まります。ワークロードへのユーザーのアクセス権を削除するには、両方のワークロードの招待
を削除します。
ワークロードを組織または 1 つ以上の組織単位 (OU) と共有する前に、AWS Organizationsにアクセスす
る。
Organization と 1 つ以上の OU の両方とワークロードを共有する場合、最高レベルの権限を持つワーク
ロードへの招待によって、ワークロードに対するアカウントの権限が決まります。

を有効化するにはAWS Organizations共有
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。

3.

選択の有効化AWS Organizationsサポート。

4.

次に [Save settings (設定を保存)] を選択します。

共有アクセスの削除
ワークロードの招待は削除できます。ワークロードの招待を削除すると、ワークロードへの共有アクセス
が削除されます。

ワークロードへの共有アクセスを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.
3.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。
以下のいずれかの方法でワークロードを選択します。
•
ワークロードの名前を選択します。

4.

•
ワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。
[共有] を選択します。

5.
6.

削除するワークロードの招待を選択し、[削除] を選択します。
[Delete] を選択して確定します。

IAM ユーザーとユーザーの AWS アカウントにワークロードの招待がある場合、ワークロードに対する
ユーザーのアクセス許可を削除するには、両方のワークロードの招待を削除する必要があります。

共有アクセスの変更
保留中または承諾されたワークロードの招待を変更できます。

ワークロードへの共有アクセスを変更するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。
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3.

次のいずれかの方法で、自分が所有しているワークロードを選択します。

4.
5.
6.

•
ワークロードの名前を選択します。
•
ワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。
[共有] を選択します。
変更するワークロードの招待を選択し、[編集] を選択します。
AWS アカウントまたは IAM ユーザーに付与する新しいアクセス許可を選択します。
読み取り専用
ワークロードへの読み取り専用アクセスを提供します。
[Contributor] (寄稿者)
回答とそのメモへの更新アクセスと、残りのワークロードへの読み取り専用アクセスを提供しま
す。

7.

[Save] (保存) を選択します。

変更したワークロードの招待が 7 日以内に承諾されない場合は、自動的に期限切れになります。

ワークロードの招待の承諾と拒否
ワークロードの招待は、別の AWS アカウントが所有するワークロードを共有するためのリクエストで
す。ワークロードの招待を承諾すると、ワークロードが [ワークロード] ページと [ダッシュボード] ページ
に追加されます。ワークロードの招待を拒否すると、その招待はワークロードの招待リストから削除され
ます。
ワークロードの招待を承諾するまでに、7 日の猶予があります。7 日以内に招待を承諾しない場合は、自
動的に期限切れになります。

Note
ワークロードは、同じ AWS リージョン内でのみ共有できます。

ワークロードの招待を承諾または拒否するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.
3.

左側のナビゲーションペインで、[Workload invitations (ワークロードの招待)] を選択します。
承諾または拒否するワークロードの招待を選択します。
•

ワークロードの招待を承諾するには、[承諾] を選択します。

•

ワークロードが [ワークロード] ページと [ダッシュボード] ページに追加されます。
ワークロードの招待を拒否するには、[拒否] を選択します。
ワークロードの招待がリストから削除されます。

ワークロードの招待が承諾された後に共有アクセスを拒否するには、ワークロードのワークロード詳
細 (p. 22)ページで [Reject share] (共有を拒否) を選択します。

ワークロードの削除
不要になったワークロードは削除できます。ワークロードを削除すると、マイルストーンやワークロード
共有の招待も含め、ワークロードに関連付けられているすべてのデータが削除されます。ワークロードを
削除できるのは、ワークロードの所有者だけです。

21

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイド
ワークロードレポートの生成

Warning
削除したワークロードを元に戻すことはできません。ワークロードに関連付けられているすべて
のデータが完全に削除されます。

ワークロードを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

削除するワークロードを選択したら、[Delete (削除)] を選択します。

4.

[Delete (削除)] ウィンドウで、[Delete (削除)] を選択してワークロードとそのマイルストーンの削除を
確認します。

エンティティによるワークロードの削除を防止するため、wellarchitected:DeleteWorkload アク
ションを拒否するポリシーをアタッチします。

ワークロードレポートの生成
レンズのワークロードレポートを生成できます。レポートには、ワークロードの質問への回答、コメン
ト、特定された現在の中および高リスクの数が含まれています。質問で 1 つ以上のリスクが特定された
場合、その質問のための改善計画により、それらのリスクを軽減するためのアクションが一覧表示されま
す。
レポートを使用すると、AWS Well-Architected Tool にアクセスできない他のユーザーとワークロードに関
する詳細を共有できます。

ワークロードレポートを生成するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。
目的のワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。

4.

レポートを生成するレンズを選択したら、[レポート生成] を選択します。
レポートが生成され、そのダウンロードや表示が可能になります。

ワークロード詳細
ワークロード詳細ページには、マイルストーン、改善計画、ワークロード共有など、ワークロードに関す
る情報が表示されます。ページ上部のタブを使用して、さまざまな詳細セクションに移動します。
ワークロードを削除するには、[Delete workload (ワークロードの削除)] を選択します。ワークロードを削
除できるのは、ワークロードの所有者だけです。
共有ワークロードへのアクセスを削除するには、[Reject share (共有の拒否)] を選択します。
トピック
• [Overview (概要)] タブ (p. 23)
• [Milestones] (マイルストーン) タブ (p. 23)
• [Properties] (プロパティ) タブ (p. 23)
• [Shares] (共有) タブ (p. 23)
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[Overview (概要)] タブ
初めてワークロードを表示したときには、まず [Overview (概要)] タブが表示されます。このタブには、
ワークロードの全体的な状態、続いて各レンズの状態が表示されます。
すべての質問を完了していない場合は、ワークロードのドキュメント化を開始または続行するよう促すバ
ナーが表示されます。
[Workload overview (ワークロードの概要)] セクションには、ワークロードの現在の全体的な状態と、
[Workload notes (ワークロードコメント)] に入力したコメントが表示されます。状態またはコメントを更
新するには、[Edit (編集)] を選択します。
ワークロードの現在の状態を記録するには、[Save milestone (マイルストーンの保存)] を選択します。マイ
ルストーンは不変であり、保存後に変更することはできません。
ワークロードの状態の文書化を続けるには、[Start reviewing (レビューの開始)] を選択し、目的のレンズを
選択します。

[Milestones] (マイルストーン) タブ
ワークロードのマイルストーンを表示するには、[Milestones (マイルストーン)] タブを選択します。
マイルストーンを選択したら、[レポートの生成] を選択して、マイルストーンに関連付けられたワーク
ロードレポートを作成します。レポートには、ワークロードの質問への回答、コメント、マイルストーン
が保存された時点での、ワークロードの中および高リスクの数が含まれています。
以下のいずれかの方法で、特定のマイルストーンの時点におけるワークロードの状態に関する詳細を表示
できます。
• マイルストーンの名前を選択します。
• マイルストーンを選択したら、[View milestone (マイルストーンの表示)] を選択します。

[Properties] (プロパティ) タブ
ワークロードのプロパティを表示するには、[Properties (プロパティ)] タブを選択します。これらのプロパ
ティの初期値は、ワークロードの定義時に指定された値です。[Edit (編集)] を選択して、変更を加えること
ができます。変更できるのは、ワークロードの所有者だけです。
プロパティの説明については、「ワークロードの定義 (p. 5)」を参照してください。

[Shares] (共有) タブ
ワークロードの招待を表示または変更するには、[共有] タブを選択します。このタブは、ワークロードの
所有者に対してのみ表示されます。
ワークロードに対する共有アクセスを持つ AWS アカウントと IAM ユーザーごとに、次の情報が表示され
ます。
Principal
ワークロードへの共有アクセスを持つ AWS アカウント ID または IAM ユーザー ARN。
ステータス
ワークロード招待のステータス。
• 保留中
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招待は承諾または拒否待ちです。ワークロードの招待が 7 日以内に承諾されない場合は、自動的に
期限切れになります。
• 承諾
招待は承諾されました。
• 拒否
招待は拒否されました。
• 失効済み
招待は 7 日以内に承諾または拒否されませんでした。
許可
AWS アカウントまたは IAM ユーザーに付与されるアクセス許可。
• 読み取り専用
プリンシパルは、ワークロードに対する読み取り専用アクセス権を持ちます。
• [Contributor] (寄稿者)
プリンシパルは回答とそのメモを更新でき、残りのワークロードへの読み取り専用アクセス権を持
ちます。
許可の詳細
アクセス許可の詳細な説明。
同じ AWS リージョン内の別の AWS アカウントまたは IAM ユーザーとワークロードを共有するに
は、[Create] (作成) を選択します。ワークロードは、最大 20 の異なる AWS アカウントおよび IAM ユー
ザーと共有できます。
ワークロードの招待を削除するには、招待を選択して [削除] を選択します。
ワークロードの招待を変更するには、招待を選択し、[編集] を選択します。
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レンズ
レンズは、ベストプラクティスに照らしてアーキテクチャを評価し、改善すべき分野を特定する一貫した
方法を提供します。ワークロードが定義されると、AWS Well-Architected フレームワークレンズが自動的
に適用されます。
ワークロードには、1 つまたは複数のレンズを適用できます。各レンズには、それぞれ独自の質問、ベス
トプラクティス、コメント、改善計画があります。
AWS は以下のレンズを提供しています。
• サーバーレスレンズは、AWS クラウド でのサーバーレスアプリケーションワークロードの設計、デプ
ロイ、構築に焦点を当てています。このレンズは、RESTful マイクロサービス、モバイルアプリバック
エンド、ストリーム処理、Web アプリケーションなどのシナリオについて取り上げます。このレンズを
使用すると、AWS でサーバーレスアプリケーションワークロードを構築するときにベストプラクティス
を適用できます。
詳細については、サーバーレスアプリケーションレンズのホワイトペーパーを参照してください。
• SaaS レンズは、AWS クラウド での Software as a Service (SaaS) ワークロードの設計、デプロイ、
アーキテクチャの設計に焦点を当てています。このレンズを使用すると、AWS で SaaS ワークロードを
構築するときにベストプラクティスを適用できます。
詳細については、SaaS レンズのホワイトペーパーを参照してください。
• FTR レンズは、AWS Partner Network (APN)の Foundational Technical Review (FTR) に対応している独
立系ソフトウェアベンダー (ISV) 向けに設計されています。ISV がレビューをリクエストする前にワー
クロードの自己評価を行うための具体的な質問が提供されます。
ワークロードには最大 20 個のレンズを追加できます。
あなたもできる独自のカスタムレンズを作成して使用する (p. 28)、または、お客様が共有しているカス
タムレンズを使用してください。
ワークロードからレンズを削除すると、レンズに関連付けられたデータが保持されます。ワークロードに
レンズを追加し直した場合、データが復元されます。
AWS が提供するレンズの詳細については、AWS Well-Architected レンズを参照してください。

ワークロードへのレンズの追加
ワークロードにレンズを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.
3.
4.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。
目的のワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。
追加するレンズを選択し、[Save (保存)] を選択します。

ワークロードには最大 20 個のレンズを追加できます。

免責事項
他の AWS ユーザーまたはアカウントが作成したカスタムレンズにアクセスする、またはそれら
を適用する (あるいはその両方) ことで、他のユーザーによって作成され共有されたカスタムレン
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ズが、AWS カスタマーアグリーメントに定義されているサードパーティコンテンツであることを
認めるものとします。

ワークロードからのレンズの削除
ワークロードからレンズを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで [Workloads (ワークロード)] を選択します。

3.

目的のワークロードを選択したら、[View details (詳細の表示)] を選択します。

4.

削除するレンズを選択解除し、[Save] (保存) を選択します。
AWS Well-Architected フレームワークレンズをワークロードから削除することはできません。

レンズに関連するデータは保持されます。レンズをワークロードに戻すと、データが復元されます。

レンズの詳細
レンズの詳細を表示するには、レンズを選択します。

[Overview (概要)] タブ
[Overview (概要)] タブには、回答された質問の数など、レンズに関する一般的な情報が表示されます。こ
のタブから続けて、ワークロードの確認、レポートの生成、レンズメモの編集を行うことができます。

[Improvement Plan] (改善計画) タブ
[Improvement Plan (改善計画)] タブには、ワークロードを改善するために推奨されるアクションのリスト
が表示されます。リスクと柱に基づいて推奨事項をフィルタ処理できます。

[Shares] (共有) タブ
カスタムレンズの場合、[Shares] (共有) タブには、そのレンズが共有されている IAM プリンシパルのリス
トが表示されます。

カスタムレンズ
独自の柱、質問、ベストプラクティス、改善計画を使用して、カスタムレンズを作成できます。AWS が提
供するレンズと同じように、カスタムレンズをワークロードに適用します。また、自分が作成したカスタ
ムレンズを他の AWS アカウントと共有したり、他の人が所有するカスタムレンズを自分と共有したりで
きます。
カスタムレンズの質問は、特定のテクノロジーに特化したり、組織内のガバナンスニーズに対応した
り、Well-Architected フレームワークや AWS レンズで提供されるガイダンスを拡張したりできるようにカ
スタマイズできます。既存のレンズと同様に、マイルストーンを作成して経時的な進行状況を追跡し、レ
ポートを生成して定期的なステータスを提供できます。
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トピック
• カスタムレンズの表示 (p. 27)
• カスタムレンズの作成 (p. 28)
• カスタムレンズのプレビュー (p. 28)
• カスタムレンズの最初の公開 (p. 29)
• カスタムレンズの更新の公開 (p. 29)
• カスタムレンズの共有 (p. 30)
• カスタムレンズへのタグの追加 (p. 31)
• カスタムレンズの削除 (p. 31)
• レンズ形式の仕様 (p. 32)

カスタムレンズの表示
自分が所有しているカスタムレンズと、自分と共有されているカスタムレンズの詳細を表示できます。

レンズを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

表示するカスタムレンズを選択します。

4.

•

[Owned by me] (自分が所有) – 自分が作成したカスタムレンズを表示します。

•

[Shared with me] (自分と共有) – 自分と共有されているカスタムレンズを表示します。

以下のいずれかの方法で、表示するカスタムレンズを選択します。
•

レンズの名前を選択します。

•

レンズを選択したら、[View details] (詳細の表示) を選択します。

[レンズの詳細 (p. 26)] ページが表示されます。
[Custom lenses] (カスタムレンズ) ページには以下のフィールドがあります。
名前
レンズの名前。
所有者
カスタムレンズを所有する AWS アカウント ID。
ステータス
[PUBLISHED] (公開済み) というステータスは、カスタムレンズが公開済みで、ワークロードに適用し
たり他の AWS アカウントと共有したりできることを意味します。
[DRAFT] (下書き) のステータスは、カスタムレンズが作成されたものの、まだ公開されていないこと
を意味します。カスタムレンズは、ワークロードに適用または共有する前に、公開する必要がありま
す。
バージョン
カスタムレンズのバージョン名。
最終更新日
カスタムレンズが最後に更新された日時。
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カスタムレンズの作成
カスタムレンズを作成するには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。
[Create custom lens] (カスタムレンズの作成) を選択します。
JSON テンプレートファイルをダウンロードするには、[Download file] (ファイルのダウンロード) を
選択します。
任意のテキストエディタで JSON テンプレートファイルを開き、カスタムレンズのデータを追加しま
す。このデータには、柱、質問、ベストプラクティス、改善計画リンクが含まれます。
詳細については、「レンズ形式の仕様 (p. 32)」を参照してください。カスタムレンズのサイズは
500 KB を超えることはできません。

6.
7.

選択してくださいファイルを選択をクリックして JSON ファイルを選択します。
(オプション) でタグセクションで、カスタムレンズに関連付けるタグを追加します。

8.

選択してください送信してプレビューカスタムレンズをプレビューするには、または送信プレビュー
せずにカスタムレンズを提出してください。
選択内容送信してプレビューカスタムレンズ、選択可能次レンズプレビュー内を移動するか、[終了す
る]に戻るにはカスタムレンズ。

検証に失敗した場合は、JSON ファイルを編集して、カスタムレンズを再度作成してみてください。
JSON ファイルが AWS WA Tool によって検証されると、カスタムレンズが [Custom lenses] (カスタムレ
ンズ) に表示されます。
カスタムレンズが作成されると、[DRAFT](下書き) ステータスになります。レンズをワークロードに適用
したり他の AWS アカウントと共有したりするには、レンズを公開 (p. 29)する必要があります。
AWS アカウントでは 最大 15 個のカスタムレンズを作成できます。

免責事項
カスタムレンズにエンドユーザーまたはその他の個人を特定できる情報 (PII) を含めたり、カスタ
ムレンズを介してこれらを収集したりしないでください。自分のカスタムレンズ、または自分の
アカウントで使用している共有されたカスタムレンズに PII が含まれる、またはこれらを介して
PII が収集される場合、お客様は、含まれる PII が適用法に従って処理されること、適切なプライ
バシー通知を行うこと、および当該データを処理するために必要な同意を得ることに責任を負い
ます。

カスタムレンズのプレビュー
カスタムレンズをプレビューするには
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。
のレンズのみドラフトステータスは、プレビューできます。必要なものを選択してくださいドラフ
トカスタムレンズを選択するプレビューエクスペリエンス。
選択してください次レンズプレビュー内を移動します。
(オプション) レビューできます改善計画プレビューの各質問からベストプラクティスを選択し、回
答に基づいて更新リスクロジックをテストするためです。変更が必要な場合は、リスクルー
ル (p. 35)公開する前に JSON テンプレートに入力してください。
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6.

選択してください[終了する]カスタムレンズに戻ります。

Note
選択してカスタムレンズをプレビューすることもできます送信してプレビューいつカスタムレン
ズの作成 (p. 28)。

カスタムレンズの最初の公開
カスタムレンズを公開するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

目的のカスタムレンズを選択し、[Publish lens] (レンズを公開) を選択します。

4.

[Version name] (バージョン名) ボックスに、バージョン変更のための一意の識別子を入力します。こ
の値は最大 32 文字で、英数字とピリオド (「.」) のみを使用できます。

5.

[Publish custom lens] (カスタムレンズを公開) を選択します。
カスタムレンズが公開されると、[PUBLISHED] (公開済み) ステータスになります。

カスタムレンズをワークロードに適用したり、他の AWS アカウントや IAM ユーザーと共有したりできる
ようになりました。

カスタムレンズの更新の公開
既存のカスタムレンズの更新を公開するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

目的のカスタムレンズを選択し、[Edit] (編集) を選択します。

4.

更新された JSON ファイルの準備ができていない場合は、[Download file] (ファイルをダウンロード)
を選択して、現在のカスタムレンズのコピーをダウンロードします。ダウンロードした JSON ファイ
ルを任意のテキストエディタで編集し、必要な変更を加えます。

5.

選択してくださいファイルを選択更新した JSON ファイルを選択し、送信してプレビューカスタムレ
ンズをプレビューするには、または送信プレビューせずにカスタムレンズを提出してください。
カスタムレンズのサイズは 500 KB を超えることはできません。
JSON ファイルが AWS WA Tool によって検証されると、カスタムレンズが [Custom lenses] (カスタ
ムレンズ) に [DRAFT] (下書き) ステータスで表示されます。

6.

再度カスタムレンズを選択し、[Publish lens] (レンズを公開) を選択します。

7.

[Review changes before publish] (公開前に変更内容を確認) を選択すると、カスタムレンズに加えた
変更が正しいかどうかを確認できます。これには、次の確認が含まれます。
• カスタムレンズの名前
• 柱の名前
• 新規作成、更新、削除された質問
[Next] (次へ) を選択します。
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8.

バージョン変更の種類を指定します。
メジャーバージョン
レンズに大きな変更が加えられたことを示します。カスタムレンズの意味に影響を与える変更に
使用します。
レンズが適用されたワークロードには、カスタムレンズの新しいバージョンが利用可能であるこ
とが通知されます。
バージョンの大きな変更は、レンズを使用しているワークロードには自動的に適用されません。
マイナーバージョン
レンズに小さな変更が加えられたことを示します。テキストの変更や URL リンクの更新など、小
さな変更に使用します。
バージョンの小さな変更は、カスタムレンズを使用しているワークロードに自動的に適用されま
す。
[Next] (次へ) を選択します。

9.

[Version name] (バージョン名) ボックスに、バージョン変更のための一意の識別子を入力します。こ
の値は最大 32 文字で、英数字とピリオド (「.」) のみを使用できます。

10. [Publish custom lens] (カスタムレンズを公開) を選択します。
カスタムレンズが公開されると、[PUBLISHED] (公開済み) ステータスになります。
更新されたカスタムレンズをワークロードに適用したり、他の AWS アカウント や IAM ユーザーと共有し
たりできるようになりました。
更新がバージョンの大きな変更である場合、旧バージョンのレンズが適用されているワークロードには、
新しいバージョンが利用可能であることが通知され、アップグレードのオプションが提示されます。
バージョンの小さな更新は、通知なしで自動的に適用されます。
カスタムレンズのバージョンは、最大 100 バージョンまで作成できます。

カスタムレンズの共有
カスタムレンズを他のユーザーと共有できますAWS アカウント、IAM ユーザー、AWS Organizations、お
よび組織単位 (OU)。

カスタムレンズを他のユーザーと共有するにはAWS アカウントと IAM ユーザー
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

共有するカスタムレンズを選択したら、[View details] (詳細の表示) を選択します。

4.

上にレンズの詳細 (p. 26)ページ、選択共有。次に選択してください作成そしてIAM ユーザーまたは
アカウントへの共有の作成レンズシェアの招待状を作成してください。

5.

カスタムレンズを共有する IAM ユーザーの 12 桁の AWS アカウント ID または ARN を入力します。

6.

[Create] (作成) を選択して、指定した AWS アカウントまたは IAM ユーザーにレンズ共有の招待を送
信します。

カスタムレンズは、最大 300 の AWS アカウントまたは IAM ユーザーと共有できます。
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レンズ共有の招待が 7 日以内に承諾されない場合、招待は自動的に期限切れになります。

Important
Important
カスタムレンズを組織または組織単位 (OU) と共有する前に、有効にしますAWS
Organizationsアクセス (p. 60)。

カスタムレンズを組織や OU と共有するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

共有するカスタムレンズを選択します。

4.

上にレンズの詳細 (p. 26)ページ、選択共有。次に選択してください作成そしてOrganizations への
共有の作成。

5.

上にカスタムレンズ共有の作成ページで、権限を組織全体に付与するか、1 つ以上の OU に付与する
かを選択します。

6.

選択してください作成カスタムレンズを共有する。

カスタムレンズへの共有アクセスを持つ人を確認するには、レンズの詳細 (p. 26)ページで [Shares] (共
有) を選択します。

免責事項
自分のカスタムレンズを他の AWS アカウントと共有することで、AWS が自分のカスタムレンズ
を他のアカウントで利用できるようにすることを認めるものとします。自分の AWS アカウント
からカスタムレンズを削除したり、AWS アカウントを終了したりした場合でも、これらの他のア
カウントでは共有されたカスタムレンズに引き続きアクセスし、使用できます。

カスタムレンズへのタグの追加
カスタムレンズにタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

更新するカスタムレンズを選択します。

4.

の中にタグセクション、選択してくださいタグを管理する。

5.

選択新しいタグを追加と入力してくださいキーそしてValue追加するタグごとに。

6.

[Save] (保存) を選択します。

タグを削除するには、Remove削除したいタグの横にあります。

カスタムレンズの削除
カスタムレンズを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Custom lenses] (カスタムレンズ) を選択します。

3.

削除するカスタムレンズを選択したら、[Delete] (削除) を選択します。
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4.

[Delete] (削除) を選択します。
レンズが適用された既存のワークロードには、カスタムレンズが削除されたことが通知されますが、
引き続き使用できます。新しいワークロードにカスタムレンズを適用できなくなりました。

免責事項
自分のカスタムレンズを他の AWS アカウントと共有することで、AWS が自分のカスタムレンズ
を他のアカウントで利用できるようにすることを認めるものとします。自分の AWS アカウント
からカスタムレンズを削除したり、AWS アカウントを終了したりした場合でも、これらの他のア
カウントでは共有されたカスタムレンズに引き続きアクセスし、使用できます。

レンズ形式の仕様
レンズは特定の JSON 形式を使用して定義されます。カスタムレンズの作成を開始する際に、テンプレー
トの JSON ファイルをダウンロードするオプションがあります。このファイルで柱、質問、ベストプラク
ティス、および改善計画の基本構造を定義するため、これをカスタムレンズの基礎として使用できます。

[Lens] (レンズ) セクション
このセクションでは、カスタムレンズ自体の属性を定義します。これには、名前と説明が含まれます。
• schemaVersion: 使用するカスタムレンズスキーマのバージョン。テンプレートによって設定されま
す。変更しないでください。
• name: レンズの名前。名前は最大 128 文字です。
• description: レンズの説明文。このテキストは、ワークロードの作成時に追加するレンズを選択す
るとき、または後で既存のワークロードに適用するレンズを選択するときに表示されます。説明は最大
2,048 文字です。

"schemaVersion": "2021-11-01",
"name": "Company Policy ABC",
"description": "This lens provides a set of specific questions to assess compliance
with company policy ABC-2021 as revised on 2021/09/01.",

[Pillars] (柱) セクション
このセクションでは、カスタムレンズに関連する柱を定義します。質問を、AWS Well-Architected フレー
ムワークの柱にマッピングしたり、独自の柱を定義したりできます (あるいはその両方)。
カスタムレンズには最大 10 の柱を定義できます。
• id: 柱の ID。ID は 3～128 文字で、英数字とアンダースコア (「_」) のみ使用できます。柱に使用され
る ID は一意である必要があります。
質問をフレームワークの柱に当てはめるときは、次のIDを使用してください。
• operationalExcellence
• security
• reliability
• performance
• costOptimization
• sustainability
• name: 柱の名前。名前は最大 128 文字です。
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"pillars": [
{
"id": "company_Privacy",
"name": "Privacy Excellence",
.
.
.
},
{
"id": "company_Security",
"name": "Security",
.
.
.
}
]

[Questions] (質問) セクション
このセクションでは、柱に関連する質問を定義します。
カスタムレンズの柱には最大 20 の質問を定義できます。
• id: 質問の ID。ID は 3～128 文字で、英数字とアンダースコア (「_」) のみ使用できます。質問に使用
される ID は一意である必要があります。
• title: 質問のタイトル。タイトルは最大 128 文字です。
• description: 質問について詳しく説明します。説明は最大 2,048 文字です。
• helpfulResource displayText: オプション。質問に関する有用な情報を提供するテキスト。テキ
ストは最大 2,048 文字です。helpfulResource url を指定する場合は必ず指定します。
• helpfulResource url: オプション。質問をより詳細に説明する URL リソース。URL は、http://
または https:// で始まる必要があります。

"questions": [
{
"id": "privacy01",
"title": "How do you ensure HR conversations are private?",
"description": "Career and benefits discussions should occur on secure channels
only and be audited regularly for compliance.",
"helpfulResource": {
"displayText": "This is helpful text for the first question",
"url": "https://example.com/poptquest01_help.html"
},
.
.
.
},
{
"id": "privacy02",
"title": "Is your team following the company privacy policy?",
"description": "Our company requires customers to opt-in to data use and does not
disclose customer data to third parties either individually or in aggregate.",
"helpfulResource": {
"displayText": "This is helpful text for the second question",
"url": "https://example.com/poptquest02_help.html"
},
.
.
.
}
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[Choice] (選択肢) セクション
このセクションでは、質問に関連付けられている選択肢を定義します。
カスタムレンズの質問には最大 15 の選択肢を定義できます。
• id: 選択肢の ID。ID は 3～128 文字で、英数字とアンダースコア (「_」) のみ使用できます。選択肢に
使用される ID は一意である必要があります。サフィックスが _no の選択肢を追加すると、質問では
None of these の選択肢として扱われます。
• title: 選択肢のタイトル。タイトルは最大 128 文字です。
• helpfulResource displayText: オプション。選択肢に関する有用な情報を提供するテキスト。テ
キストは最大 2,048 文字です。helpfulResource url を指定する場合は必ず含めます。
• helpfulResource url: オプション。選択肢をより詳細に説明する URL リソース。URL
は、http:// または https:// で始まる必要があります。
• improvementPlan displayText: 選択肢の改善方法を説明するテキスト。テキストは最大 2,048 文
字です。AnimprovementPlan各選択肢には、None of these選択。
• improvementPlan url: オプション。改善に役立つ URL リソース。URL は、http:// または
https:// で始まる必要があります。
• additionalResources type: オプション。追加リソースのタイプ。値はどちらでもかまいませ
んHELPFUL_RESOURCEまたはIMPROVEMENT_PLAN。
• additionalResources content: オプション。を指定しますdisplayTextそしてurl追加リソース
の値。1 つの選択肢として、最大 5 つの追加の役に立つリソースと最大 5 つの追加改善計画項目を指定
できます。
• displayText: オプション。役に立つリソースまたは改善計画を説明するテキスト。テキストは最大
2,048 文字です。url を指定する場合は必ず含めます。
• url: オプション。役に立つリソースまたは改善計画の URL リソース。URL は、http:// または
https:// で始まる必要があります。

"choices": [
{
"id": "choice_1",
"title": "Option 1",
"helpfulResource": {
"displayText": "This is helpful text for the first choice",
"url": "https://example.com/popt01_help.html"
},
"improvementPlan": {
"displayText": "This is text that will be shown for improvement of this
choice.",
"url": "https://example.com/popt01_iplan.html"
}
},
{
"id": "choice_2",
"title": "Option 2",
"helpfulResource": {
"displayText": "This is helpful text for the second choice",
"url": "https://example.com/hr_manual_CORP_1.pdf"
},
"improvementPlan": {
"displayText": "This is text that will be shown for improvement of this
choice.",
"url": "https://example.com/popt02_iplan_01.html"
},
"additionalResources":[
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{

choice.",

"type": "HELPFUL_RESOURCE",
"content": [
{
"displayText": "This is the second set of helpful text for this
"url": "https://example.com/hr_manual_country.html"

},
{

"displayText": "This is the third set of helpful text for this

choice.",
]

}

"url": "https://example.com/hr_manual_city.html"

},
{

"type": "IMPROVEMENT_PLAN",
"content": [
{
"displayText": "This is additional text that will be shown for
improvement of this choice.",
"url": "https://example.com/popt02_iplan_02.html"
},
{
"displayText": "This is the third piece of improvement plan text.",
"url": "https://example.com/popt02_iplan_03.html"
}
{
"displayText": "This is the fourth piece of improvement plan text.",
"url": "https://example.com/popt02_iplan_04.html"
}
]
}
]
},
{
"id": "option_no",
"title": "None of these",
"helpfulResource": {
"displayText": "Choose this if your workload does not follow these best
practices.",
"url": "https://example.com/popt02_iplan_none.html"
}
}

[Risk Rules] (リスクルール) セクション
このセクションでは、選択した選択肢がリスクレベルを決定する方法を定義します。
質問ごとに最大 3 つのリスクルールを定義できます (リスクレベルごとに 1 つ)。
• condition: 質問のリスクレベルに対応する選択肢のブール式、または default。
各質問には、default リスクルールが必要です。
• risk: 条件に関連するリスクを示します。有効な値は、HIGH_RISK、MEDIUM_RISK、NO_RISK です。
リスクルールの順序は重要です。true に評価された最初の condition によって、その質問のリスクが
設定されます。リスクルールを実装する一般的なパターンは、まずリスクが最も低い (そして一般的に最
も詳細な) ルールから実装し、最後にリスクが最も高い (および最も限定的でない) ルールを実装すること
です。
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例:
"riskRules": [
{
"condition": "choice_1 && choice_2 && choice_3",
"risk": "NO_RISK"
},
{
"condition": "((choice_1 || choice_2) && choice_3) || (!choice_1 && choice_3)",
"risk": "MEDIUM_RISK"
},
{
"condition": "default",
"risk": "HIGH_RISK"
}
]

質問に 3 つの選択肢がある場合 (choice_1、choice_2、choice_3) の場合、これらのリスクルールは
次のように動作します。
• 3 つの選択肢がすべて選択されている場合、リスクなし。
• choice_1 または choice_2 のいずれかが選択され、かつ choice_3 が選択された場合、中リスク。
• choice_1 が選択されず、choice_3 が選択された場合も中リスク。
• 上記の条件のいずれにも当てはまらない場合、高リスク。

レンズのアップグレード
AWS Well-Architected フレームワークレンズおよびその他の AWS 提供のレンズは、新しいサービスの導
入、クラウドベースのシステムに関する既存のベストプラクティスの改善、新しいベストプラクティスの
追加に伴い、更新されます。新しいバージョンのレンズが使用可能になると、AWS WA Tool は最新のベ
ストプラクティスを反映するようにアップグレードされます。定義された新しいワークロードでは、新し
いバージョンのレンズが使用されます。
レンズのアップグレードは、ワークロードに適用したカスタムレンズに新しいメジャーバージョンが公開
された場合にも発生します。
レンズのアップグレードは、以下のいずれかの組み合わせで構成されます。
• 新しい質問やベストプラクティスの追加
• 推奨されなくなった古い質問やプラクティスの削除
• 既存の質問またはベストプラクティスの更新
• 柱の追加または削除
既存の質問に対する回答は保持されます。

Note
レンズアップグレードを元に戻すことはできません。ワークロードを最新のレンズバージョンに
アップグレードした後に、以前のバージョンのレンズに戻ることはできません。

通知
新しいバージョンのレンズが使用可能になると、[Workloads (ワークロード)] ページの上部にバナーが表示
されて通知されます。
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アップグレード可能なワークロードのリストを表示するには、[View available upgrades (使用可能なアッ
プグレードの表示)] を選択します。
特定のワークロードを表示している場合も、新しいレンズバージョンが使用可能であることを示すバナー
が表示されます。

レンズのアップグレードの選択
[Lens upgrades (レンズのアップグレード)」ページには、最新バージョンのレンズを使用していない各
ワークロードに関する情報が表示されます。
ワークロード別に以下の情報が表示されます。
ワークロード
ワークロードの名前。
レンズ
レンズの名前。
[通知タイプ]
アップグレード通知のタイプ。
• [Not current (最新でない)] - ワークロードには、最新でなくなったバージョンのレンズが使用されて
います。改良されたガイダンスを表示するには、最新バージョンのレンズにアップグレードしてく
ださい。
• [Deprecated] (廃止) - ワークロードには、ベストプラクティスを反映しなくなったバージョンのレン
ズが使用されています。最新バージョンのレンズにアップグレードします。
• [Deleted] (削除) - ワークロードは、所有者によって削除されたレンズを使用しています。
[Version in use] (使用中のバージョン)
ワークロードに現在使用されているレンズのバージョン。
[Current available version (現在使用可能なバージョン)]
アップグレード可能なレンズのバージョン。レンズが削除されている場合は [None] (なし) と表示され
ます。
ワークロードに関連付けられているレンズをアップグレードするには、ワークロード名を選択しから、
[Upgrade lens version (レンズのバージョンのアップグレード)] を選択します。

レンズのアップグレード
アップグレードするワークロードを選択すると、各柱の変更点に関する情報が表示されます。
レンズをアップグレードする前に、今後の参照用に既存のワークロードの状態を保存するためのマイルス
トーンが作成されます。マイルストーンの一意の名前を入力します。

Note
レンズのアップグレードを元に戻すことはできません。ワークロードを最新のレンズバージョン
にアップグレードした後に、以前のバージョンのレンズに戻ることはできません。
[I understand and accept these changes (これらの変更を了承する)] を選択して、選択したワークロードの
レンズをアップグレードします。
アップグレードするワークロードごとに、これらのステップを繰り返します。
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マイルストーン
マイルストーンは、特定の時点におけるワークロードの状態を記録します。
最初に、ワークロードに関連するすべての質問を完了したら、マイルストーンを保存します。改善計画の
項目に基づいてワークロードを変更するときに、進捗状況を評価するための追加のマイルストーンを保存
できます。
ベストプラクティスは、ワークロードを改善するたびにマイルストーンを保存することです。

マイルストーンの保存
マイルストーンには、ワークロードの現在のステータスが記録されます。ワークロードの所有者は、いつ
でもマイルストーンを保存できます。

マイルストーンを保存するには
1.

ワークロード詳細ページで、[Save milestone (マイルストーンの保存)] を選択します。

2.

[Milestone name (マイルストーン名)] ボックスに、マイルストーンの名前を入力します。

Note
名前は 3 ～ 100 文字にしてください。3 文字以上をスペースにしないでください。ワーク
ロードに関連付けられるマイルストーン名は一意にしてください。一意かどうかを確認する
ときは、スペースと大文字の使用は無視されます。
3.

[Save (保存)] を選択してマイルストーンを保存します。

マイルストーンが保存された後は、記録されたワークロードデータを変更することはできません。ワーク
ロードを削除すると、それに関連付けられているマイルストーンも削除されます。

マイルストーンの表示
以下の方法で、ワークロードのマイルストーンを表示できます。
• ワークロード詳細ページで、[Milestones (マイルストーン)] を選択してから、表示するマイルストーンを
選択します。
• [Dashboard (ダッシュボード)] ページの [Milestones (マイルストーン)] セクションでワークロードを選択
してから、表示するマイルストーンを選択します。

マイルストーンレポートの生成
マイルストーンレポートを生成できます。このレポートには、ワークロードの質問、メモ、およびマイル
ストーンが保存された時点で存在していた中および高リスクに対する応答が含まれます。
レポートを使用すると、AWS Well-Architected Tool にアクセスできない他のユーザーとマイルストーンに
関する詳細を共有できます。
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マイルストーンレポートを生成するには
1.

以下のいずれかの方法でマイルストーンを選択します。
•

ワークロード詳細ページで、[Milestones (マイルストーン)] を選択してから、マイルストーンを選
択します。

•
2.

[Dashboard (ダッシュボード)] ページで、レポートするマイルストーンのワークロードを選択し
ます。[Milestones (マイルストーン)] セクションで、マイルストーンを選択します。
[レポートの生成] を選択してレポートを生成します。
PDF ファイルが生成され、そのダウンロードや表示が可能になります。
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共有の招待
共有の招待は、別の AWS アカウントが所有するワークロードまたはカスタムレンズを共有するため
のリクエストです。ワークロードまたはレンズは、AWS アカウントのすべてのユーザー、個々の IAM
ユーザー、またはその両方と共有できます。ワークロードの招待を承諾すると、そのワークロードが
[Workloads] (ワークロード) ページと [Dashboard] (ダッシュボード) ページに追加されます。カスタムレン
ズの招待を承諾すると、そのレンズが [Custom lenses] (カスタムレンズ) ページに追加されます。招待を
拒否すると、一覧から削除されます。

Note
ワークロードとカスタムレンズは、同じ AWS リージョン内でのみ共有できます。
ワークロードまたはカスタムレンズの所有者は、共有アクセス権を持つユーザーを管理します。
左側のナビゲーションからアクセスできる [Share invitations] (共有の招待) ページには、ワークロードとカ
スタムレンズの保留中の招待に関する情報が表示されます。
ワークロードの招待ごとに以下の情報が表示されます。
[Name] (名前)
共有するワークロードまたはカスタムレンズの名前。
リソースタイプ
招待状の種類 ([Workload] (ワークロード) または [Custom lens] (カスタムレンズ) のいずれか)。
所有者
ワークロードを所有する AWS アカウント ID。
許可
ワークロードに対してユーザーに付与されているアクセス許可。
• 読み取り専用
ワークロードまたはカスタムレンズへの読み取り専用アクセスを提供します。
• [Contributor] (寄稿者)
回答とそのメモへの更新アクセスと、残りのワークロードへの読み取り専用アクセスを提供しま
す。このアクセス許可は、ワークロードの場合にのみ使用できます。
許可の詳細
アクセス許可の詳細な説明。

共有の招待の承諾
共有の招待を承諾するには
1.

承諾する共有の招待を選択します。

2.

[Accept] (承諾) を選択します。
40

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイド
共有の招待の拒否

ワークロードの招待の場合は、そのワークロードが [Workloads] (ワークロード) ページと [Dashboard]
(ダッシュボード) ページに追加されます。カスタムレンズの招待の場合は、そのカスタムレンズが
[Custom lenses] (カスタムレンズ) ページに追加されます。
招待を承諾するまで 7 日間の猶予があります。7 日以内に招待を承諾しない場合は、自動的に期限切れに
なります。
IAM ユーザーとユーザーの AWS アカウントの両方がワークロードの招待を承諾した場合、IAM ユーザー
に対するワークロードの招待によってユーザーのアクセス許可が決まります。

共有の招待の拒否
共有の招待を拒否するには
1.

拒否するワークロードまたはカスタムレンズの招待を選択します。

2.

[拒否] を選択します。

招待がリストから削除されます。
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ダッシュボード
左側のナビゲーションで使用可能な [Dashboard (ダッシュボード)] では、ワークロードとそれらに関連付
けられているマイルストーンにアクセスできます。[Dashboard (ダッシュボード)] は 3 つのセクションで
構成されます。

1. [Resources] (リソース) — ワークロードの数と、高リスクと中程度のリスクがある数を示します。
2. [Workload reviews] (ワークロードレビュー) — ワークロードのリストが表示されます。このリストはリ
スクレベルでフィルタ処理できます。
3. [Milestones] (マイルストーン) — [Workload reviews] (ワークロードレビュー) で選択したワークロード
に関連付けられているマイルストーンが表示されます。

リソース
[Resources (リソース)] セクションには、ワークロードの数と、リスクが中または高リスクのワークロード
の数が表示されます。カウントを選択して、[Workload reviews (ワークロードレビュー)] セクションに表
示されるワークロードをフィルタ処理します。
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ワークロードレビュー
[Workload reviews (ワークロードレビュー)] セクションには、各ワークロードの情報が表示されます。リ
スクに基づいてリストをフィルタ処理できます。
ワークロード別に以下の情報が表示されます。
[Name] (名前)
ワークロードの名前。
回答された質問
回答された質問の数。
[High risks (高リスク)]
特定された高リスクの問題 (HRI) の数。
[Medium risks (中リスク)]
特定された中リスクの問題 (MRI) の数。
最終更新日
ワークロードが最後に更新された日時。
ワークロードのマイルストーンを表示するには、そのマイルストーンを選択します。
ワークロード名を選択すると、ワークロード詳細ページが表示されます。

マイルストーン
[Milestones (マイルストーン)] セクションには、[Workload reviews (ワークロードレビュー)] セクションで
選択したワークロードに関連付けられているマイルストーンが表示されます。
マイルストーン別に以下の情報が表示されます。
[Name] (名前)
マイルストーンの名前。
回答された質問
回答された質問の数。
[High risks (高リスク)]
特定された高リスクの問題 (HRI) の数。
[Medium risks (中リスク)]
特定された中リスクの問題 (HRI) の数。
[Date saved (保存日時)]
マイルストーンが保存された日時。
マイルストーンを選択すると、マイルストーン詳細ページが表示されます。
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AWS Well-Architected Tool 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 で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供しま
す。AWSコンプライアンスプログラム[g11]AWSコンプライアンスプログラム[/g11][g10]AWSコンプラ
イアンスプログラム[/g10]の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。AWS Well-Architected Tool 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 のサービスをご参照ください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。
このドキュメントは、AWS WA Tool を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役
立ちます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS WA
Tool 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 WA
Tool 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 Well-Architected Tool でのデータ保護 (p. 44)
• AWS Well-Architected Tool のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 46)
• AWS Well-Architected Tool のコンプライアンス検証 (p. 58)
• AWS Well-Architected Tool での耐障害性 (p. 58)
• AWS Well-Architected Tool でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 59)

AWS Well-Architected Tool でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Well-Architected Tool 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、
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それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
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 WA Tool 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 に含めないこ
とを強くお勧めします。

保管中の暗号化
AWS WA Tool によって保存されたすべてのデータは、保管時に暗号化されます。

転送中の暗号化
AWS WA Tool との間で送受信されるすべてのデータは、転送中に暗号化されます。

AWS によるお客様データの使用
AWS Well-Architected チームは、お客様に AWS WA Tool サービスを提供し改善するための集計データ
を AWS Well-Architected Tool から収集します。個別のお客様データは、お客様のワークロードとアーキ
テクチャを改善するための取り組みを支援するために AWS アカウントチームと共有されることがありま
す。AWS Well-Architected チームがアクセスできるのは、ワークロードのプロパティと、各質問に対して
選択された選択肢のみです。AWS の外部で、AWS WA Tool からのデータを AWS が共有することはあり
ません。
AWS Well-Architected チームがアクセスできるワークロードプロパティには、次のものが含まれます。
• ワークロード名
• レビュー所有者
• 環境
• リージョン
• アカウント ID
• 業種タイプ
以下には AWS Well-Architected チームからアクセスできません。
• ワークロードの説明
• アーキテクチャの設計
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• 入力されたメモ

AWS Well-Architected Tool のためのアイデンティ
ティおよびアクセス管理
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS WA Tool リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS の
サービスです。
トピック
• 対象者 (p. 46)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 46)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 48)
• AWS Well-Architected Tool と IAM の連携について (p. 50)
• AWS Well-Architected Tool アイデンティティベースポリシーの例 (p. 52)
• AWS Well-Architected Tool の AWS マネージドポリシー (p. 55)
• AWS Well-Architected Tool アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 57)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS WA Tool で行う作業によって異なります。
サービスユーザー - AWS WA Tool サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認
証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS WA Tool 機能を使用するとき、
追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な
許可をリクエストするのに役に立ちます。AWS WA Tool の特徴にアクセスできない場合は、「AWS WellArchitected Tool アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 57)」を参照してく
ださい。
サービス管理者 - 社内の AWS WA Tool リソースを担当している場合は、通常、AWS WA Tool へのフルア
クセスがあります。サービスのユーザーがどの AWS WA Tool 機能やリソースにアクセスするかを決める
のは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更す
る必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で
AWS WA Tool で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Well-Architected Tool と IAM の連携につ
いて (p. 50) をご参照ください。
IAM 管理者 - 管理者は、AWS WA Tool へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる AWS WA Tool アイデンティティベースのポリシーの例を表示する
には、AWS Well-Architected Tool アイデンティティベースポリシーの例 (p. 52) を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証は、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console によるサインインの詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「The IAM
Console and Sign-in Page」(IAM コンソールとサインインページ) を参照してください。
AWS アカウント のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって認証される (AWS にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン認証を使用する
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ことも、Google や Facebook を使用してサインインすることもできます。このような場合、管理者は以前
に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情報を使用して AWS に
アクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワード、およびルートユーザーの E メー
ルまたは IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して
AWS にプログラム的にアクセスできます。AWS は、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号署
名するための SDK とコマンドラインツールを提供します。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。これには、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
である署名バージョン 4 を使用します。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。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS
は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用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 AWS での多要素認証 (MFA) の使用を参照してください。

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 ロール
IAM ロールは、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。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

47

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイド
ポリシーを使用したアクセスの管理

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を一時的に IAM
ロールで引き受けることができます。
• 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。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。ロールは、クロスアカウントアク
セスを許可する主な方法です。ただし、一部の AWS のサービスでは、 (ロールをプロキシとして使用す
る代わりに) リソースにポリシーを直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスでのロールとリ
ソースベースのポリシーの違いの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ロールとリソースベース
のポリシーとの相違点を参照してください。
IAM ロールを使用するべきかどうかについては、IAM ユーザーガイドの IAM ロールの作成が適している場
合 (ユーザーではなく) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でのアクセスは、ポリシーを作成し、それらを IAM アイデンティティまたは AWS リソースにア
タッチすることで制御できます。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソース
に関連付けて、これらのアクセス許可を定義します。AWS は、エンティティ (ルートユーザー、IAM ユー
ザーまたは IAM ロール) によってリクエストが行われると、それらのポリシーを評価します。ポリシーで
のアクセス許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON
ドキュメントとして AWS に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「JSON ポリシー概要」を参照してください。
IAM 管理者は、ポリシーを使用して、AWS リソースへのアクセスを許可するユーザーと、これらのリソー
スで実行できるアクションを指定できます。すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、アク
セス許可のない状態からスタートします。言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、
自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可をユーザーに付与するには、管理
者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者は、必要な許可があるグループに
ユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、そのグループ内のすべてのユーザーに
これらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。
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リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」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。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様のビジネスが所有する複数の AWS
アカウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。
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AWS Well-Architected Tool と IAM の連携について
AWS WA Tool へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS WA Tool でどの IAM特徴が使
用できるかを理解しておく必要があります。AWS WA Tool およびその他の AWS のサービスが IAM と連
携する方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照し
てください。
トピック
• AWS WA Tool アイデンティティベースのポリシー (p. 50)
• AWS WA Tool リソースベースのポリシー (p. 52)
• AWS WA Tool タグに基づく認可 (p. 52)
• AWS WA ToolIAM; ロール (p. 52)

AWS WA Tool アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定で
き、さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS WA Tool は、特定のアクショ
ン、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。
JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
AWS WA Tool のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用しま
す。wellarchitected:。 例えば、管理者が許可するポリシーをアタッチする必要がありま
す。wellarchitected:CreateWorkloadアクション。同様に、エンティティによるワークロードの削
除を防止するため、管理者は wellarchitected:DeleteWorkload アクションを拒否するポリシーを
アタッチできます。ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含
める必要があります。 AWS WA Tool は、このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のアク
ションを定義します。
AWS WA Tool アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Well-Architected
Tool で定義されるアクション」を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
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オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "*"

AWS WA Tool ワークロードリソースには、次の ARN があります。
arn:${Partition}:wellarchitected:${Region}:${Account}:workload/${ResourceId}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。
ARN は、ワークロードの [ワークロードのプロパティ] ページにあります。たとえば、特定のワークロード
を指定するには、次のようにします。
"Resource": "arn:aws:wellarchitected:useast-1:123456789012:workload/11112222333344445555666677778888"

特定のアカウントに属するすべてのワークロードを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:wellarchitected:us-east-1:123456789012:workload/*"

ワークロードの作成とリスト化など、一部の AWS WA Tool アクションは、特定のリソースで実行できま
せん。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

AWS WA Tool リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
AWS Well-Architected Tool で定義されるリソースを参照してください。どのアクションで各リソースの
ARN を指定できるかについては、AWS Well-Architected Tool で定義されるアクションを参照してくださ
い。

条件キー
AWS WA Tool にはサービス固有条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの使用がサ
ポートされています。すべての AWS グローバル条件キーを参照するには、サービス認証リファレン
スのAWS グローバル条件コンテキストキーを参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
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AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

例
AWS WA Tool アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Well-Architected Tool アイ
デンティティベースポリシーの例 (p. 52)を参照してください。

AWS WA Tool リソースベースのポリシー
AWS WA Tool は、リソースベースのポリシーをサポートしません。

AWS WA Tool タグに基づく認可
タグを AWS WA Tool リソースに添付することも、AWS WA Tool 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、wellarchitected:ResourceTag/keyname、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件要
素でタグ情報を提供します。AWS WA Tool リソースのタグ付けの詳細については、AWS WA Tool リソー
スのタグ付け (p. 62)を参照してください。

AWS WA ToolIAM; ロール
IAM ロール は、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント 内のエンティティです。

AWS WA Tool での一時的な認証情報の使用
AWS WA Tool はテンポラリ認証情報の使用をサポートしていません。

サービスにリンクされたロール
AWS WA Tool ではサービスにリンクされたロールをサポートしていません。

サービスロール
AWS WA Tool はサービスロールをサポートしていません。

AWS Well-Architected Tool アイデンティティベースポ
リシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS WA Tool リソースを作成または変更するアクセ
ス許可はありません。AWS Management Console、または AWS API を使用してタスクを実行することも
できません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーショ
ンを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理
者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 53)
• AWS WA Tool コンソールを使用する (p. 53)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 54)
• ワークロードへのフルアクセスの付与 (p. 54)
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• ワークロードへの読み取り専用アクセスの付与 (p. 55)
• 1 つのワークロードへのアクセス (p. 55)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS WA Tool リソースを作成、アクセス、また
は削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発
生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下の
ガイドラインと推奨事項に従ってください。
• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らす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「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。
• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーの要素: Condition()IAM
ユーザーガイド。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – アカウントで IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナリオ
がある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び出さ
れるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。
IAM での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 WA Tool コンソールを使用する
AWS Well-Architected Tool コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。こ
れらのアクセス許可により、AWS アカウント の AWS WA Tool リソースの詳細をリストおよび表示でき
ます。最小限必要な許可よりも厳しく制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポ
リシーを添付したエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能
しません。
これらのエンティティが AWS WA Tool コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS 管理
ポリシーもアタッチします。
WellArchitectedConsoleReadOnlyAccess

ワークロードを作成、変更、および削除するためには、次の AWS 管理ポリシーをエンティティにアタッ
チします。
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WellArchitectedConsoleFullAccess

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。
AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス権限を付与する必要はありません。
代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可され
ます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

ワークロードへのフルアクセスの付与
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーにワークロードへのフルアクセスを付与します。フルアク
セスにより、ユーザーは AWS WA Tool ですべてのアクションを実行できます。このアクセスは、ワーク
ロードの定義、ワークロードの削除、ワークロードの表示、ワークロードの更新に必要です。
{

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

]

],
"Resource": "*"
}

ワークロードへの読み取り専用アクセスの付与
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーにワークロードへの読み取り専用アクセスを付与します。
読み取り専用アクセスでは、ユーザーは AWS WA Tool のワークロードを表示できるのみです。
{

}

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

1 つのワークロードへのアクセス
この例では、AWS アカウントの IAM ユーザーに、us-west-2 リージョン内の 1 つのワークロードであ
る 99999999999955555555555566666666 への読み取り専用アクセスを付与します。お客様のアカウ
ント ID は 777788889999 です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"wellarchitected:Get*",
"wellarchitected:List*"
],
"Resource": "arn:aws:wellarchitected:uswest-2:777788889999:workload/999999999999555555555555666666666"
}
]
}

AWS Well-Architected Tool 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
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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。ジョブ機能ポリシーの一覧と説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能の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:
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy
AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy ポリシーは IAM アイデンティティに添付
できます。
このポリシーにより、以下の管理者のアクセス許可が付与されますAWS Organizationsサポートに必要な
ものAWS Well-Architected ToolOrganizations との統合。これらのアクセス許可により、組織管理アカウン
トがとのリソース共有を有効にすることを可能にしますAWS WA Tool。
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。
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization— プリンシパルがAWSサービスアク
セスは有効になっていますAWS WA Tool。
• organizations:DescribeAccount-プリンシパルが組織内のアカウントに関する情報の取得を、プ
リンシパルに許可します。
• organizations:DescribeOrganization - 組織設定に関する情報の取得を、プリンシパルに許可し
ます。
• organizations:ListAccounts - 組織に属するアカウントリストの取得を、プリンシパルに許可しま
す。
• organizations:ListAccountsForParent-プリンシパルが、組織内の特定のルートノードから組織
に属するアカウントリストの取得を、プリンシパルに許可します。
• organizations:ListChildren-プリンシパルが、組織内の特定のルートノードから組織に属するア
カウントと組織単位リストの取得を、プリンシパルに許可します。
• organizations:ListParents-プリンシパルが OU または組織内のアカウントによって指定された直
親リストの取得を、プリンシパルに許可します。
• organizations:ListRoots-プリンシパルが組織内のすべてのルートノードのリストを取得すること
を許可します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListParents",
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}

]

}

"organizations:ListRoots"
],
"Resource": "*"

AWS WA Tool マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS WA Tool マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS WA Tool [Document
history] (p. 71)(ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをご覧ください。
変更

説明

日付

AWS WA Toolアクセス許可の追
加

許可する新しいアク
2022 年 7 月 22 日
ションを追加しまし
たListAWSServiceAccessForOrganization許
可するAWS WA Toolかどうか
を確認するためにAWSサービス
アクセスは有効になっています
AWS WA Tool。

AWS WA Tool は変更の追跡を開
始しました

AWS WA Tool が AWS マネージ
ドポリシーの変更の追跡を開始
しました。

2022 年 7 月 22 日

AWS Well-Architected Tool アイデンティティとアクセ
スに関するトラブルシューティング
次の情報は、AWS WA Tool と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役
立ちます。
トピック
• AWS WA Tool でアクションを実行する権限がありません。 (p. 57)
• 管理者として AWS WA Tool へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 58)

AWS WA Tool でアクションを実行する権限がありません。
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
次のエラー例は、mateojacksonユーザーがコンソールを使って実行しようとした DeleteWorkload アク
ションだが、権限はない。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to
perform: wellarchitected:DeleteWorkload on resource: 11112222333344445555666677778888

この例の場合は、wellarchitected:DeleteWorkload アクションを使用して
11112222333344445555666677778888 リソースへのアクセスを許可するように、管理者にポリシーを
更新してもらいます。
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管理者として AWS WA Tool へのアクセスを他のユーザーに許可
したい
AWS WA Tool へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
ティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS WA Tool の適切なアクセス許可を付
与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

AWS Well-Architected Tool のコンプライアンス検
証
AWS Well-Architected Tool は AWS コンプライアンスプログラムの対象範囲外です。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる範囲内の AWS 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 アーティファクトでレポートをダウンロードする」「」を参照ください。
AWS WA Tool を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様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
つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、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 - この AWS 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、セキュリティの業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Well-Architected Tool 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。
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AWS Well-Architected Tool 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として、AWS Well-Architected Tool は、セキュリティ、ID、およびコンプライアンス
のベストプラクティスで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって保護さ
れます。
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AWS WA Tool リソースの共有
所有しているワークロードまたはカスタムレンズのリソースを共有するには、以下の手順に従います。
• AWS Organizations 内でリソース共有を有効にする (p. 60) (オプション)
• ワークロードの共有 (p. 18)
• カスタムレンズの共有 (p. 30)

メモ
• リソースを共有すると、そのリソースを作成した AWS アカウント 以外のプリンシパルもそれ
を使用できるようになります。共有しても、リソースを作成したアカウントのリソースに適用
されるアクセス許可は変わりません。
• AWS WA Tool はリージョンでのサービスです。共有相手のプリンシパルは、リソース共有にア
クセスできるのはAWS リージョンそれらが作成された場所。
• 2019 年 3 月 20 日以降に開設されたリージョンでリソースを共有するには、自分と共有先の
の両方がAWS アカウントでそのリージョンを有効にする必要があります。AWS Management
Console。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 Organizations 内でリソース共有を有効にする
アカウントが AWS Organizations によって管理されている場合、それを活用すればリソースを共有しや
すくなります。組織の有無にかかわらず、ユーザーは個々のアカウントとリソースを共有できます。ただ
し、アカウントが組織内にある場合には、各アカウントを列挙しなくても、個々のアカウント、または組
織内または OU 内のすべてのアカウントとの共有が可能です。
組織内でリソースを共有するには、まず AWS WA Tool コンソールまたは AWS Command Line Interface
(AWS CLI) を使用して AWS Organizations との共有を有効にする必要があります。組織内でリソースを共
有する場合、AWS WA Tool はプリンシパルに招待状を送信しません。組織内のプリンシパルは、招待状
を交換せずに共有リソースにアクセスできます。
組織内でリソース共有を有効にすると、AWS WA Toolはという名前のサービスにリンクされたロールを作
成します。AWSServiceRoleForWellArchitected。このロールは、AWS WA Toolサービス、助成金
AWS WA Toolを使用して、組織がメンバーになっている組織に関する情報を取得する権限AWSマネージ
ドポリシーAWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy。
組織全体または OU とリソースを共有する必要がなくなった場合は、リソース共有を無効にすることがで
きます。

要件
• これらの手順は、組織の管理アカウントにプリンシパルとしてサインインしているときのみ実行できま
す。
• 組織で、すべての機能が有効になっている必要があります。詳細については、AWS Organizations ユー
ザーガイドの「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。

Important
との共有を有効にする必要があります。AWS Organizationsを使用してAWS WA Toolconsole.
これにより、AWSServiceRoleForWellArchitected サービスリンクロールが確実に作
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成されます。との信頼されたアクセスを有効にするとAWS Organizationsを使用してAWS
Organizationsコンソールまたは enable-aws-service-access AWS CLIコマンドを実行する
と、AWSServiceRoleForWellArchitectedサービスにリンクされたロールは作成されず、組
織内でリソースを共有することはできません。

組織内でリソース共有を有効にするには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。

2.

組織の管理アカウントにプリンシパルとしてサインインする必要があります。
左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。

3.

選択の有効化AWS Organizationsサポート。

4.

次に [Save settings (設定を保存)] を選択します。

組織内のリソース共有を無効にするには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
組織の管理アカウントにプリンシパルとしてサインインする必要があります。

2.

左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。

3.
4.

選択解除の有効化AWS Organizationsサポート。
次に [Save settings (設定を保存)] を選択します。
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AWS WA Tool リソースのタグ付け
AWS WA Tool リソースを管理しやすくするために、タグ形式で各リソースに独自のメタデータを割り当
てることができます。このトピックでは、タグとその作成方法について説明します。
目次
• タグの基本 (p. 62)
• リソースのタグ付け (p. 62)
• タグの制限 (p. 63)
• コンソールでのタグの処理 (p. 63)
• API を使用したタグの操作 (p. 64)

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構
成されており、どちらもお客様側が定義します。
タグを使用すると、 AWS リソースを目的、所有者、環境などで分類できます。同じ型のリソースが多い
場合に、割り当てたタグに基づいて特定のリソースをすばやく識別できます。たとえば、AWS WA Tool
サービスに一連のタグを定義して、各サービスの所有者とスタックレベルを追跡できます。リソースタイ
プごとに一貫した一連のタグキーを考案することをお勧めします。
タグは自動的にはリソースに割り当てられません。タグを追加したら、いつでもタグキーと値は編集で
き、タグはリソースからいつでも削除できます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されま
す。
タグには、AWS WA Tool に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。タグの値を空の文
字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。特定のリソースについ
て既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって上書きされます。
AWS Management Console、AWS CLI、および AWS WA Tool API を使用してタグを操作できます。
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用している場合は、タグを作成、編集、削除するための
アクセス許可を持つ AWS アカウントのユーザーを制御できます。

リソースのタグ付け
新しいまたは既存の AWS WA Tool ワークロードにタグを付けることができます。
AWS WA Tool コンソールを使用している場合は、新しいワークロードの作成時にタグを適用したり、既
存のワークロードの [Properties] (プロパティ) タブからいつでもタグを適用したりできます。
AWS WA Tool API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、新しいワークロードにタグを
適用するには、関連する API アクションの tags パラメータを使用します。既存のワークロードにタグ
を適用するには、TagResource API アクションを使用します。詳細については、次を参照してくださ
い。TagResource。
リソース作成アクションによっては、リソースの作成時にリソースのタグを指定できます。リソースの作
成時にタグを適用できない場合、リソースの作成プロセスは失敗します。これにより、作成時にタグ付け
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するリソースが、指定したタグで作成されるか、まったく作成されないことが確認されます。作成時にリ
ソースにタグを付ける場合、リソースの作成後にカスタムのタグ付けスクリプトを実行する必要はありま
せん。
次の表では、タグ付け可能な AWS WA Tool リソースと、作成時にタグ付け可能なリソースについて説明
します。

AWS WA Tool リソースのタグ付けのサポート
リソース

タグをサポート

タグの伝播をサポート

作成時のタグ付けをサ
ポート (AWS WA Tool
API、AWS CLI、AWS
SDK)

AWS WA Tool ワーク
ロード

はい

いいえ

はい

AWS WA Toolカスタム
レンズ

はい

はい

はい

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は
1 つのみです。
• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• 複数の AWS サービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許
可される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスとし
て使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。このプレ
フィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレフィックスの
付いたタグは、 tags-per-resource の制限。

コンソールでのタグの処理
新規または既存のワークロードに関連付けられたタグは、AWS WA Tool コンソールを使用して管理でき
ます。

作成時に個々のリソースにタグを追加する
AWS WA Tool ワークロードの作成時に、タグを追加できます。

個々のリソースでのタグの追加と削除
AWS WA Tool では、ワークロードに関連付けられたタグを [Properties] (プロパティ) ページから直接追加
または削除できます。
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ワークロードのタグを追加または削除するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/wellarchitected/ で
AWS Well-Architected Tool のコンソールを開きます。
ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで [Workloads] (ワークロード) を選択します。
修正するワークロードを選択し、[Properties] (プロパティ) を選択します。

5.

[Tags] (タグ)タブで、[Manage tags] (タグの管理)を選択します。

6.

必要に応じてタグを追加または削除します。
• タグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグの追加) を選択し、[Key] (キー) と [Value] (値) の
フィールドに入力します。

7.

• タグを削除するには、[Remove] (削除) を選択します。
追加、変更、削除を行うタグごとにこのプロセスを繰り返します。[Save] (保存) を選択して変更を保
存します。

API を使用したタグの操作
リソースのタグの追加、更新、リスト表示、および削除には、次の AWS WA Tool API オペレーションを
使用します。

AWS WA Tool リソースのタグ付けのサポート
タスク

API アクション

1 つ以上のタグを追加、または上書きします。

TagResource

1 つ以上のタグを削除します。

UntagResource

リソースのタグを一覧表示します。

ListTagsForResource

一部のリソース作成アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。以下のアクションでは、
作成時のタグ付けがサポートされます。
タスク

API アクション

ワークロードの作成

CreateWorkload

新しいレンズをインポートする

ImportLens
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AWS WA Tool による AWS
CloudTrail API 呼び出しのログ記録
AWS Well-Architected Toolはと統合されますAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはによって実
行されたアクションの記録を提供するサービスです。AWSのサービスインAWS WA Tool。 CloudTrail の
すべての API コールを以下でキャプチャしますAWS WA Toolイベントとして。キャプチャされた呼び出
しには、AWS WA Tool コンソールの呼び出しと、AWS WA Tool API オペレーションへのコード呼び出
しが含まれます。証跡を作成すると、の継続的デリバリーが可能になります。 CloudTrail のイベントな
ど、Amazon S3 バケットへのイベントAWS WA Tool。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソー
ルインイベント履歴。CloudTrail によって収集された情報を使用して、AWS WA Tool に対して行われた要
求、要求が行われた IP アドレス、要求を行った人、要求が行われた日時、および追加の詳細を判別できま
す。
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。

AWS WA ToolCloudTrail での 情報
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。アクティビティがで発生する場
合AWS WA Toolでは、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベントと一緒にイベントAWSのサービス
イベントイベント履歴。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、次を参照してください。を使用してイベントを表示する CloudTrail イベント履歴。
AWS WA Tool に関するイベントを含めた AWS アカウント内でのイベントの継続的な記録については、証
跡を作成します。あるトレイル可能にする CloudTrail を使用して、Amazon S3 バケットにログファイルを
配信します。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての に適用されますAWS
リージョン 証跡は、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、その他の設定も可能です。AWSで収集さ
れたデータをより詳細に分析し、それに基づく行動のためのサービス CloudTrail ログ。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
• 受信 CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取るそして受信 CloudTrail 複数のアカウント
からログファイルを表示する
すべてAWS WA Toolアクションは、によってログに記録されます CloudTrail とで文書化されていますで定
義されるアクションAWS Well-Architected Tool。たとえば、CreateWorkload,DeleteWorkload, およ
びCreateWorkloadShareアクションでは、 CloudTrail ログファイル。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は以下の判断に役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらのテンポラリ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。
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詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS WA Tool ログファイルエントリの理解
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは、任意のソースか
らの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報
が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースで
はないため、特定の順序では表示されません。
以下に、 CloudTrail 以下を実行するログエントリCreateWorkloadaction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:dev-dsk-xiulan-2a-1111111c.uswest-2.amazon.com",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/well-architected-api-svc-integ-testread-write/dev-dsk-xiulan-2a-1111111c.us-west-2.amazon.com",
"accountId": "444455556666",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/well-architected-api-svc-integ-testread-write",
"accountId": "444455556666",
"userName": "well-architected-api-svc-integ-test-read-write"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-10-14T03:41:39Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-10-14T04:43:13Z",
"eventSource": "wellarchitected.amazonaws.com",
"eventName": "CreateWorkload",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.178",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.848
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.262-b10
java/1.8.0_262 vendor/Oracle_Corporation",
"requestParameters": {
"ClientRequestToken": "08af866a-0238-4070-89c2-b689ca8339f7",
"Description": "***",
"AwsRegions": [
"us-west-2"
],
"ReviewOwner": "***",
"Environment": "PRODUCTION",
"Name": "***",
"Lenses": [
"wellarchitected",
"serverless"
]
},
"responseElements": {
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"Arn": "arn:aws:wellarchitected:uswest-2:444455556666:workload/8cdcdf7add10b181fdd3f686dacffdac",
"Id": "8cdcdf7add10b181fdd3f686dacffdac"
},
"requestID": "22bad4e3-aa51-4ff1-b480-712ee07cedbd",
"eventID": "50849dfd-36ed-418e-a901-49f6ac7087e8",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}
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EventBridge
AWS Well-Architected ToolAmazon にイベントを送信します EventBridge 適切に設計されたリソースに対
してアクションが実行される時点。次を使用できます。 EventBridge およびリソース変更が発生したとき
に通知するなどのアクションを実行するルールを記述します。詳細については、「Amazon EventBridge
とは」を参照してください。

Note
イベントはベストエフォートで配信されます。
次のアクションを実行すると EventBridge イベント:
• ワークロード関連
• ワークロードの作成または削除
• マイルストーンの作成
• ワークロードのプロパティの更新
• ワークロード共有または共有解除
• 共有招待状のステータスの更新
• タグの追加または削除
• 回答を更新する
• レビューノートの更新
• ワークロードからのレンズの追加または削除
• レンズ関連
• カスタムレンズのインポートまたはエクスポート
• カスタムレンズの公開
• カスタムレンズの削除
• カスタムレンズの共有または共有解除
• 共有招待状のステータスの更新
• ワークロードからのレンズの追加または削除

からのイベント例AWS WA Tool
このセクションでは、AWS Well-Architected Tool からのイベント例を示します。
ワークロードの回答を更新する

{

"version":"0",
"id":"00de336a-83cc-b80b-f0e6-f44c88a96050",
"detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
"source":"aws.wellarchitected",
"account":"123456789012",
"time":"2022-02-17T08:01:25Z",
"region":"us-west-2",
"resources":[],
"detail":{
"eventVersion":"1.08",
"userIdentity":{
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"type":"AssumedRole",
"principalId":"AROA4JUSXMN5ZR6S7LZNP:sample-user",
"arn":"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/example-user",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext":{
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"AROA4JUSXMN5ZR6S7LZNP",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId":"123456789012",
"userName":"Admin"
},
"webIdFederationData":{},
"attributes":{
"creationDate":"2022-02-17T07:21:54Z",
"mfaAuthenticated":"false"
}
}

},
"eventTime":"2022-02-17T08:01:25Z",
"eventSource":"wellarchitected.amazonaws.com",
"eventName":"UpdateAnswer",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"10.246.162.39",
"userAgent":"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.127
Linux/5.4.156-94.273.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.312-b07 java/1.8.0_312
vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters":{
"Status":"Acknowledged",
"SelectedChoices":"***",
"ChoiceUpdates":"***",
"QuestionId":"priorities",
"WorkloadId":"ee73fda518f9bd4aa804c6252e4e37b0",
"IsApplicable":true,
"LensAlias":"wellarchitected",
"Reason":"NONE",
"Notes":"***"
},
"responseElements":{
"Answer":"***",
"LensAlias":"wellarchitected",
"WorkloadId":"ee73fda518f9bd4aa804c6252e4e37b0"
},
"requestID":"7bae1153-26a8-4dc0-9307-68b17b107619",
"eventID":"8339c258-4ddd-48aa-ab21-3f82ce9d79cd",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsApiCall",
"managementEvent":true,
"recipientAccountId":"123456789012",
"eventCategory":"Management"
}

}

カスタムレンズの公開
{

"version":"0",
"id":"4054a34b-60a9-53c1-3146-c1a384dba41b",
"detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
"source":"aws.wellarchitected",
"account":"123456789012",
"time":"2022-02-17T08:58:34Z",
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"region":"us-west-2",
"resources":[],
"detail":{
"eventVersion":"1.08",
"userIdentity":{
"type":"AssumedRole",
"principalId":"AROA4JUSXMN5ZR6S7LZNP:example-user",
"arn":"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/example-user",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext":{
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"AROA4JUSXMN5ZR6S7LZNP",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId":"123456789012",
"userName":"Admin"
},
"webIdFederationData":{},
"attributes":{
"creationDate":"2022-02-17T07:21:54Z",
"mfaAuthenticated":"false"
}
}
},
"eventTime":"2022-02-17T08:58:34Z",
"eventSource":"wellarchitected.amazonaws.com",
"eventName":"CreateLensVersion",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"10.246.162.39",
"userAgent":"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.127
Linux/5.4.156-94.273.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.312-b07 java/1.8.0_312
vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters":{
"IsMajorVersion":true,
"LensVersion":"***",
"ClientRequestToken":"03f46163-e95c-4455-8479-266373aa09c7",
"LensAlias":"***"
},
"responseElements":{
"LensArn":"arn:aws:wellarchitected:uswest-2:123456789012:lens/6261deecb9def44f9aecc938ca25d94e",
"LensVersion":"***"
},
"requestID":"167b7051-980d-42ee-9967-0b4b3163e948",
"eventID":"c7ef2b47-419d-45b7-8982-fbade9b558c7",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsApiCall",
"managementEvent":true,
"recipientAccountId":"123456789012",
"eventCategory":"Management"
}
}
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ドキュメント履歴
次の表は、AWS Well-Architected Tool の今回のリリースの内容をまとめたものです。
• API バージョン: 最新
• ドキュメントの最終更新日: 2022 年 9 月 29 日

変更

説明

日付

コンテンツの更新 (p. 71)

のカスタムレンズ JSON サ
ンプルの問題を修正しまし
たchoices。

2022 年 9 月 29 日

コンテンツの更新 (p. 71)

-choicesカスタムレンズ JSON 2022 年 8 月 2 日
仕様のセクションが更新されまし
た。

更新された機能 (p. 55)

このリリースでは、その
2022 年 7 月 22 日
トラッキングの変更が追加
されましたAWSポリシー
を管理し、を付与する新し
いアクションを追加しまし
たListAWSServiceAccessForOrganizationへ
の許
可AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy。

組織の共有が追加されまし
た (p. 60)

このリリースでは、ワークロード 2022 年 6 月 30 日
やカスタムレンズを組織や組織ユ
ニット (OU) と共有する機能が追
加されています。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、カスタムレン 2022 年 6 月 21 日
ズの選択肢として追加リソースを
指定したり、カスタムレンズを公
開前にプレビューしたり、カスタ
ムレンズにタグを追加したりする
機能が追加されています。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、にアクセ
スする機能が追加されました
AWSWell-Architected TAWSre:
Post。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、持続可能性
2022 年 3 月 31 日
の柱とチュートリアルにマイナー
アップデートが追加されていま
す。

EventBridge サポートが追加され
ました (p. 68)

AWS WA ToolAmazon にイベン
2022 年 3 月 3 日
トを送信するようになりました
EventBridge Well-Architected リ
ソースに変更が加えられたとき。

カスタムレンズの追加 (p. 26)

カスタムレンズを追加する機能が 2021 年 11 月 29 日
追加されました。

71

2022 年 5 月 31 日

AWS Well-Architected Tool ユーザーガイド

更新された機能 (p. 71)

個々のベストプラクティスを適用 2021 年 7 月 14 日
しないものとしてマークできるよ
うになりました。

リソースへのタグ付けが可能
に (p. 62)

このリリースでは、ワークロード 2021 年 3 月 3 日
にタグを追加する機能が追加され
ました。

API の提供を開始 (p. 65)

このリリースでは、AWS
WA Tool API が追加されまし
た。AWS CloudTrail ログ情報も
追加されました。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、FTR レンズ
2020年12月3日
と SaaS レンズがツールに追加さ
れました。

データ保護の更新 (p. 44)

データ保護情報が更新されまし
た。

コンテンツの更新 (p. 71)

新しいレンズを使用するように
2020年7月8日
ワークロードをアップグレードし
た後、以前のバージョンに戻すこ
とはできないことを明確化しまし
た。

コンテンツの更新 (p. 71)

2019 年 3 月 20 日以降に導入さ
れた AWS リージョンでの共有に
ついて明確化しました。

更新された機能 (p. 71)

ワークロード共有への招待が拒否 2020 年 6 月 17 日
されると、ワークロード共有への
アクセスはすぐに削除されます。
共有が承諾されると、共有アクセ
スが許可されます。

コンテンツの更新 (p. 17)

高リスクの問題 (HRI) と中リスク 2020 年 6 月 12 日
の問題 (MRI) の定義を追加しま
した。

コンテンツの更新 (p. 45)

AWS によるお客様データの使用 2020 年 5 月 21 日
に関するセクションが追加されま
した。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、レビュー所
2020 年 4 月 1 日
有者がワークロードに追加されま
す。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロード 2020 年 3 月 10 日
にアーキテクチャ図のリンクが追
加されます。

コンテンツの更新 (p. 71)

ワークロード共有が AWS リー
2020 年 1 月 10 日
ジョン固有であることを明確化し
ました。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロード 2020年1月9日
の共有を追加しました。
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コンテンツの更新 (p. 71)

セキュリティセクションが最新の 2019 年 12 月 6 日
ガイダンスで更新されました。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロード 2019 年 8 月 19 日
を定義するときに業種フィールド
がオプションになります。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロード 2019 年 7 月 29 日
レポートに改善計画項目が追加さ
れます。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、
DeleteWorkload ポリシーへのア
クション。

コンテンツの更新 (p. 71)

このガイドの内容は、わずかな修 2019 年 6 月 19 日
正を加えて更新されています。

コンテンツの更新 (p. 71)

このガイドの内容は、わずかな修 2019 年 5 月 30 日
正を加えて更新されています。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロー
2019 年 5 月 1 日
ドレビューに使用されるフレー
ムワークのバージョンのアップグ
レードがサポートされました。

更新された機能 (p. 71)

このリリースでは、ワークロード 2019 年 2 月 14 日
を定義するときに AWS リージョ
ン以外を指定する機能が追加され
ました。

AWS Well-Architected Tool一般
提供 (p. 71)

このリリースでは、AWS WellArchitected Tool が導入されまし
た。
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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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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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