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Amazon WorkDocs にアクセスする

Amazon WorkDocsって何ですか
Amazon WorkDocs は、完全マネージド型のセキュアなエンタープライズストレージおよび共有サービ
スであり、ユーザーの生産性を高める強力な管理制御とフィードバック機能を備えています。ファイル
は、クラウド内に安全に保存されます。ユーザーのファイルは、ユーザーのみ、またはユーザーが指定し
たコントリビュータとビューワーのみが閲覧できます。ユーザーの組織のその他の方は、ユーザーが特別
なアクセス許可を付与しない限り、ユーザーのいずれのファイルへもアクセスすることができません。

ユーザーはコラボレーション、または、レビューの目的で、その他の方とファイルを共用することができ
ます。Amazon WorkDocs クライアントアプリケーションは、ファイルのインターネットメディアタイプ
に応じて、さまざまな種類のファイルの表示に使用されます。Amazon WorkDocs では、一般的なドキュ
メント形式やイメージ形式がサポートされているほか、メディアタイプのサポートは定期的に追加されて
います。

詳細については、「」を参照してください。Amazon WorkDocs。

Amazon WorkDocs にアクセスする
管理者は、Amazon WorkDocs コンソールをクリックして Amazon WorkDocs サイトを作成し非アクティ
ブ化します。管理コントロールパネルを使用して、ユーザー、ストレージ、およびセキュリティの設定
を管理できます。詳細については、「 WorkDocs サイト管理コントロールパネルからの Amazon の管
理 (p. 27)」および「Amazon WorkDocs ユーザーを招待して管理します (p. 34)」を参照してくださ
い。

管理者以外のユーザーはクライアントアプリケーションを使用してファイルにアクセスします。Amazon 
WorkDocs コンソールや管理ダッシュボードを使用することはありません。Amazon WorkDocs には、い
くつかの異なるクライアントアプリケーションとユーティリティが用意されています。

• ドキュメント管理とレビューに使用するウェブアプリケーション。
• ドキュメントレビューに使用するモバイルデバイス用ネイティブアプリケーション。
• Amazon WorkDocs ドライブは、macOS または Windows デスクトップ上のフォルダを Amazon 

WorkDocs ファイルと同期するアプリケーション。

Amazon WorkDocs クライアントのダウンロード、ファイルの編集の方法、およびサポートされている
ファイルのタイプの詳細については、以下を参照してください。

• Amazon WorkDocs の開始方法
• ファイルの編集
• サポートされているファイルの種類

料金
Amazon WorkDocs に前払い料金などの義務はありません。アクティブなユーザーアカウントと、使用す
るストレージに対してのみ料金が発生します。 詳細については、「」を参照してください。料金。

開始方法
Amazon WorkDocs の開始にあたっては、「」を参照してください。 WorkDocs アマゾンサイトの作
成 (p. 20)。
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http://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
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AWS アカウントにサインアップする

アマゾンの前提条件 WorkDocs
新しい Amazon WorkDocs サイトのセットアップしたり、既存のサイトの管理を行うには、以下のタスク
を完了する必要があります。

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント 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 アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。
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http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
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管理ユーザーを作成する

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/iam-id-center-sign-in-tutorial.html


アマゾン WorkDocs 管理ガイド
Identity and Access Management

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

セキュリティは、AWS と顧客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負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon に適用されるコンプライアンスプログラムについては WorkDocs、
「AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ —AWS お客様が使用するのサービスによって責任が決まります。また、お
客様は、 お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律や規制といった他の要因 につい
ても責任を担います。このセクションのトピックは、Amazon WorkDocs を使用する際に適用される責
任共有モデルについての理解の助けとなることを目的としています。

Note

WorkDocs 特定の組織のユーザーは、ファイルへのリンクまたは招待状を送信することで、その
組織外のユーザーと共同作業できます。サイトの共有リンク設定を確認し (p. 36)、会社の要件
に最も適したオプションを選択してください。

以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように Amazon WorkDocs を設定
する方法について説明します。また、Amazon WorkDocs リソースの監視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
• Amazon の Identity and Access Management WorkDocs (p. 4)
• Amazon でのログ記録とモニタリング WorkDocs (p. 15)
• Amazon のコンプライアンス検証 WorkDocs (p. 18)
• Amazon の耐障害性 WorkDocs (p. 19)
• Amazon のインフラストラクチャセキュリティ WorkDocs (p. 19)

Amazon の Identity and Access Management 
WorkDocs

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 Amazon  WorkDocs 
リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用でき
る AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 5)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 5)
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http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
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対象者

• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 7)
• Amazon と IAM WorkDocs の連携 (p. 9)
• Amazon WorkDocs ID ベースのポリシー例 (p. 11)
• Amazon WorkDocs ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 14)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon で行う作業に応じて異なります 
WorkDocs。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Amazon WorkDocs サービスを使用する場合は、管理者か
ら必要な認証情報と許可が提供されます。多くの Amazon WorkDocs 機能を使用して作業を行う場合は、
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しておくと、管理者に適切
な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon の機能にアクセスできない場合は WorkDocs、「」
を参照してくださいAmazon WorkDocs ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 14)。

サービス管理者 — 社内の Amazon WorkDocs リソースを担当している場合は、通常、Amazon へのフルア
クセスがあります WorkDocs。サービスのユーザーがどの Amazon WorkDocs 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。
会社で Amazon と IAM を併用する方法の詳細については WorkDocs、「」を参照してくださいAmazon と 
IAM WorkDocs の連携 (p. 9)。

IAM 管理者 — IAM 管理者には、Amazon WorkDocs へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の
詳細を理解することが推奨されます。IAM で使用可能な、Amazon WorkDocs アイデンティティベー
スのポリシーの例を確認するには、「」を参照してくださいAmazon WorkDocs ID ベースのポリシー
例 (p. 11)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、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。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。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。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「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。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエスト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、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「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。
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アイデンティティを使用した認証

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
を保有する 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 ユーザーとの長期的な認証情報が必要な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。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッド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。フェデレーティッド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「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、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。

• 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。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。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添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「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。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
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リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションにポリシーで追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「Service Authorization 
Reference」(サービス認証リファレンス) をご参照ください。

• [Service role] (サービスロール) – 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 role] (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 にアクセス許可を委任する
ロールの作成」を参照してください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• 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 要求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。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」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 でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。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、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、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。

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。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

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
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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。

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 IAM の AWS マネージドポリシーを使用することはできません。

アクセスコントロールリスト
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。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、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
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、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アクセス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、アクセス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。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」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、顧客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 はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。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。

Note

Amazon は Slack Organizations WorkDocs サービスコントロールポリシーをサポートしていませ
ん。
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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。

Amazon と IAM WorkDocs の連携
IAM を使用して Amazon へのアクセスを管理する前に WorkDocs、Amazon で使用できる IAM 機能を理解
する必要があります WorkDocs。Amazon WorkDocs 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
• Amazon WorkDocs アイデンティティベースのポリシー (p. 9)
• Amazon WorkDocs リソースベースのポリシー (p. 10)
• Amazon WorkDocs のタグに基づいた認可 (p. 10)
• アマゾン WorkDocs IAM ロール (p. 10)

Amazon WorkDocs 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、許可されるアクションまたは拒否されるアクションを指定
できます。Amazon WorkDocs は特有のアクションをサポートしています。JSON ポリシーで使用する要
素については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「IAM JSON policy elements reference」(IAM 
JSON ポリシー要素のリファレンス) をご参照ください。

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。

Amazon のポリシーアクションは、 WorkDocs アクションの前にプレフィックスを使用しま
すworkdocs:。たとえば、Amazon WorkDocs DescribeUsers API オペレーションを実行するアクセス
許可を付与するには、workdocs:DescribeUsersポリシーにアクションを含めます。ポリシーステー
トメントには、Action または NotAction 要素を含める必要があります。Amazon WorkDocs は、この
サービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "workdocs:DescribeUsers", 
      "workdocs:CreateUser"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
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"Action": "workdocs:Describe*"

Note

下位互換性を確保するには、 zocalo アクションを含めます。例えば:

"Action": [
"zocalo:*",
"workdocs:*"
],

Amazon WorkDocs アクションのリストについては、IAM WorkDocs ユーザーガイドの「Amazon が定義
したアクション」を参照してください。

リソース
Amazon WorkDocs では、ポリシーでリソースの Amazon ARN を指定することはできません。

条件キー
Amazon WorkDocs 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

Amazon WorkDocs ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon 
WorkDocs ID ベースのポリシー例 (p. 11)。

Amazon WorkDocs リソースベースのポリシー
Amazon WorkDocs は、リソースベースのポリシーをサポートしていません。

Amazon WorkDocs のタグに基づいた認可
Amazon WorkDocs は、リソースのタグ付けやタグに基づいたアクセスの制御をサポートしていません。

アマゾン WorkDocs IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

Amazon での一時的な認証情報の使用 WorkDocs
フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、またはクロスアカウントロールを引き受ける
ことを強くお勧めします。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS STSAssumeRoleまたはなどの API オ
ペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

Amazon WorkDocs は、一時的な認証情報の使用をサポートします。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

Amazon WorkDocs 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。
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サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

Amazon WorkDocs は、サービスロールをサポートしていません。

Amazon WorkDocs ID ベースのポリシー例
Note

セキュリティを強化するには、可能な限り IAM ユーザーの代わりにフェデレーティッドユーザー
を作成してください。

デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには Amazon WorkDocs 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、AWS CLI、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。

Note

下位互換性を確保するため、ポリシーに zocalo アクションを含めます。例えば:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
            "zocalo:*", 
            "workdocs:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の ID ベースのポリシーを作成する方法について
は、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Creating policies on the JSON tab」(JSON タブでのポ
リシーの作成) をご参照ください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 11)
• Amazon WorkDocs コンソールを使用する (p. 12)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 13)
• ユーザーに Amazon WorkDocs リソースへの読み取り専用アクセスを許可します (p. 13)
• その他の Amazon WorkDocs ID ベースのポリシー例 (p. 14)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で Amazon WorkDocs 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
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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、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• 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 – AWS 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。

Amazon WorkDocs コンソールを使用する
Amazon WorkDocs コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらの権限で
は、AWSアカウントの Amazon WorkDocs リソースの詳細のリストアップおよび表示を許可する必要が
あります。最小限必要な権限よりも制限の厳しい ID ベースのポリシーを作成すると、コンソールは IAM 
ユーザーまたはロールエンティティに対して意図されたとおりに機能しなくなります。

これらのエンティティが Amazon WorkDocs コンソールを使用できるようにするには、エンティティに以
下のAWSマネージドポリシーもアタッチします。IAM ポリシーをアタッチすることの詳細は、「IAM User 
Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Adding permissions to a user」(IAM ユーザーのアクセス許可の追加) を
参照してください。

• AmazonWorkDocsFullAccess
• AWSDirectoryServiceFullAccess
• アマゾン EC2FullAccess

これらのポリシーは、Amazon WorkDocs が適切に動作するために必要な Amazon WorkDocs リソー
ス、AWS Directory Service、および Amazon EC2 オペレーションへのフルアクセスをユーザーに付与しま
す。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可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。
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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": "*" 
        } 
    ]
}

ユーザーに Amazon WorkDocs リソースへの読み取り専用アクセ
スを許可します
AWSAmazonWorkDocsReadOnlyAccess以下の管理ポリシーは、Amazon WorkDocs リソースに対する
読み取り専用アクセス権を IAM ユーザーに付与します。このポリシーは、ユーザーにすべての Amazon 
WorkDocs Describe オペレーションへのアクセス権を与えます。Amazon が VPC WorkDocs とサブネッ
トのリストを取得できるようするには、2つの Amazon EC2 オペレーションにアクセスする必要があり
ます。AWS Directory Service ディレクトリに関する情報を取得するには、DescribeDirectories の 
AWS Directory Service オペレーションへのアクセスが必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "workdocs:Describe*", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        } 
    ]
}

その他の Amazon WorkDocs ID ベースのポリシー例
IAM 管理者は、IAM ロールまたはユーザーに Amazon WorkDocs API へのアクセスを許可するための追加
のポリシーを作成することができます。詳細については、Amazon WorkDocs 開発者ガイドの「管理アプ
リケーションの認証とアクセス制御」を参照してください。

Amazon WorkDocs ID とアクセスのトラブルシュー
ティング
以下の情報を使用して、Amazon および IAM WorkDocs での作業中に発生する可能性のある一般的な問題
を診断および修正するのに役立ててください。

トピック
• Amazon でアクションを実行する権限がない WorkDocs (p. 14)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 14)
• AWSアカウント外のユーザーに Amazon WorkDocs リソースへのアクセスを許可したい (p. 14)

Amazon でアクションを実行する権限がない WorkDocs
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。

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon にロールを渡せるようにする必要があります WorkDocs。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazonmarymajor でアクションを
実行しようする場合に発生します WorkDocs。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サー
ビスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

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

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

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

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon WorkDocs がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon と IAM WorkDocs の連携 (p. 9)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

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

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

Amazon でのログ記録とモニタリング WorkDocs
Amazon WorkDocs のサイト管理者は、サイト全体のアクティビティフィードを表示、エクスポートする
ことができます。また、AWS CloudTrailを使用して、Amazon WorkDocs コンソールからイベントをキャ
プチャすることもできます。

トピック
• サイト全体のアクティビティフィードのエクスポート (p. 15)
• Amazon WorkDocs APIAWS CloudTrail 呼び出しを記録するために使用する (p. 16)

サイト全体のアクティビティフィードのエクスポート
管理者は、サイト全体のアクティビティフィードを表示、エクスポートすることができます。この機能
を使用するには、最初に Amazon WorkDocs Companion をインストールする必要があります。Amazon 
WorkDocs コンパニオンをインストールするには、「Amazon 向けアプリとインテグレーション」を参照
してください WorkDocs。

サイト全体のアクティビティフィードを表示、エクスポートするには

1. ウェブアプリケーションで、[Activity] (アクティビティ) を選択します。
2. [Filter](フィルター) を選択し、[Site-wide activity] (サイト全体のアクティビティ) スライダーを動かし

てフィルターをオンにします。
3. [Activity Type] (アクティビティタイプ) フィルターを選択し、必要に応じて [Date Modified] (変更日) 

設定を選択してから、[Apply] (適用) を選択します。
4. フィルタリングされたアクティビティフィードの結果が表示されたら、ファイル、フォルダ、または

ユーザー名で検索して結果を絞り込みます。必要に応じてフィルタを追加または削除することも可能
です。

5. [Export] (エクスポート) を選択して、アクティビティフィードをデスクトップ上の .csv および
.json ファイルにエクスポートします。システムは、以下のいずれかの場所にファイルをエクスポー
トします。

• Windows — PC WorkDocsDownloadsのダウンロードフォルダー内のフォルダー
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• macOS – /users/username/WorkDocsDownloads/folder

エクスポートされたファイルには、適用したすべてのフィルタが反映されます。

Note

管理者ではないユーザーは、自分のコンテンツのみのアクティビティフィードを表示および
エクスポートできます。詳細については、Amazon WorkDocs ユーザーガイドの 「アクティ
ビティフィードの表示」を参照してください。

Amazon WorkDocs APIAWS CloudTrail 呼び出しを記
録するために使用する
AWS CloudTrail; を使用して Amazon WorkDocs API 呼び出しを記録できます。 CloudTrail には、Amazon 
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確認できます 
WorkDocs。 CloudTrail WorkDocs は、Amazon WorkDocs コンソールからの呼び出しおよび Amazon API 
へのコード呼び出しを含む、Amazon のすべての API WorkDocs コールをイベントとしてキャプチャしま
す。

追跡を作成すると、Amazon CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配
信を有効にすることができます WorkDocs。証跡を作成しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [イベン
ト履歴] で最新のイベントを表示できます。

CloudTrail によって収集される情報には、リクエスト、リクエストが行われたIPアドレス、リクエストを
行ったユーザー、およびリクエストの日付が含まれます。

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

WorkDocs のアマゾン情報 CloudTrail
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。Amazon でアクティビティが発生
すると WorkDocs、そのアクティビティは他の CloudTrail AWSサービスのイベントとともにイベント履
歴に記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細につい
ては、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントのイベントの表示」を参照してください。

Amazon のイベントなどのAWSアカウントのイベントの継続的な記録については WorkDocs、証跡を作成
します。証跡は CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3バケットに配信できるようにします。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。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、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づい
た行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、以下をご覧ください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

すべての Amazon WorkDocs アクションは Amazon WorkDocs API CloudTrail リファレンスによって記録
され、文書化されています。たとえば、、DeactivateUserUpdateDocumentおよびセクションを呼び
出すとCreateFolder、 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。
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• 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。

Amazon WorkDocs 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あります。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。

Amazon WorkDocs は、コントロールプレーンからのものと、データプレーンのものなど、 CloudTrail さ
まざまなタイプのエントリを生成します。2 つの重要な違いは、コントロールプレーンのユーザー ID が 
IAM ユーザーであることです。データプレーンエントリ用のユーザー ID は Amazon WorkDocs ディレク
トリユーザーです。

Note

セキュリティを強化するには、可能な限り IAM ユーザーの代わりにフェデレーティッドユーザー
を作成してください。

パスワード、認証トークン、ファイルコメント、ファイルコンテンツなどの機密情報は、ログエントリに
は表示されません。

次の例は、Amazon WorkDocs の 2 つの CloudTrail ログエントリを示しています。最初の記録はコント
ロールプレーンのアクション用です。2 番目の記録はデータプレーンのアクション用です。

{ 
  Records : [ 
    { 
      "eventVersion" : "1.01", 
      "userIdentity" : 
      { 
        "type" : "IAMUser", 
        "principalId" : "user_id", 
        "arn" : "user_arn", 
        "accountId" : "account_id", 
        "accessKeyId" : "access_key_id", 
        "userName" : "user_name" 
      }, 
      "eventTime" : "event_time", 
      "eventSource" : "workdocs.amazonaws.com", 
      "eventName" : "RemoveUserFromGroup", 
      "awsRegion" : "region", 
      "sourceIPAddress" : "ip_address", 
      "userAgent" : "user_agent", 
      "requestParameters" : 
      { 
        "directoryId" : "directory_id", 
        "userSid" : "user_sid", 
        "group" : "group" 
      }, 
      "responseElements" : null, 
      "requestID" : "request_id", 
      "eventID" : "event_id" 
    }, 
    { 
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      "eventVersion" : "1.01", 
      "userIdentity" : 
      { 
        "type" : "Unknown", 
        "principalId" : "user_id", 
        "accountId" : "account_id", 
        "userName" : "user_name" 
      }, 
      "eventTime" : "event_time", 
      "eventSource" : "workdocs.amazonaws.com",       
      "awsRegion" : "region", 
      "sourceIPAddress" : "ip_address", 
      "userAgent" : "user_agent", 
      "requestParameters" : 
      { 
        "AuthenticationToken" : "**-redacted-**" 
      }, 
      "responseElements" : null, 
      "requestID" : "request_id", 
      "eventID" : "event_id" 
    } 
  ]
}

Amazon のコンプライアンス検証 WorkDocs
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 のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。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。

• 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、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 AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「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、顧客の業界と拠
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 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 は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。
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• 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。

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

Amazon のインフラストラクチャセキュリティ 
WorkDocs

WorkDocs 管理型サービスである Amazon は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services セキュリティプ
ロセスの概要」AWS に記載されている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。

WorkDocs ネットワーク経由で Amazon にアクセスするには、AWSが発行した API 呼び出しを使用しま
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。
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Amazon の開始方法 WorkDocs
Amazon WorkDocs は、サイトとそのドキュメントの組織情報を保存および管理するためにサイトを使用
および管理します。次に、サイトをプロビジョニングする際には、ディレクトリをサイトに添付します。
これを行うと、自動アクティベーションと呼ばれる Amazon WorkDocs の機能により、サイトへログイ
ンするために個別の認証情報を必要とせず、ファイルを共有および共同で作業することができ、サイトへ
ログインするために個別の認証情報を必要とせず、ファイルを共有および共同で作業することができ、サ
イトへログインするために個別の認証情報を必要とせず、ファイルを共有および共同で作業することがで
き、サイトへログインするために個別の認証情報を必要とせず、ファイルを共有および共同で作業するこ
とができ、1 つのアクティベーションと呼ばれる Amazon の機能により、サイトへログインするために個
別の 追加購入しない限り、各ユーザーには 1 TB のストレージがあります。

ユーザーの追加やアクティベーションを手動で行う必要がなくなったとはいえ、まだ可能です。また必要
に応じて、いつでもユーザーのロールおよび権限を変更することもできます。それを行うことについての
詳細は、本ガイドで後述する「Amazon WorkDocs ユーザーを招待して管理します (p. 34)」を参照して
ください。

ディレクトリを作成する必要がある場合は、以下のことができます。

• Simple AD ディレクトリを作成します。
• AD Connector ディレクトリを作成して、オンプレミス ディレクトリに接続します。
• Amazon WorkDocs が既存のAWSディレクトリと連携できるようにします。
• Amazon WorkDocs でディレクトリを作成してもらいます。

AD ディレクトリと AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの間に信頼関係を作成することもできま
す。

Note

PCI、 FedRAMP または DoD などのコンプライアンス プログラムに属している場合は、コンプ
ライアンス要件を満たすために AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定する必要があり
ます。このセクションの手順では、既存の Microsoft AD Directory を使用する方法について説明
します。Microsoft AD ディレクトリの作成については、『AWSDirectory Service 管理ガイド』の
「AWS Managed Microsoft AD」を参照してください。

内容
• WorkDocs アマゾンサイトの作成 (p. 20)
• シングルサインオンの有効化 (p. 22)
• 多要素認証の有効化 (p. 23)
• ユーザーを管理者に昇格させる (p. 23)

WorkDocs アマゾンサイトの作成
以下のセクションの手順では、新しい Amazon WorkDocs サイトを設定する方法について説明します。

タスク
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• 開始する前に (p. 21)
• WorkDocs アマゾンサイトの作成 (p. 21)

開始する前に
Amazon サイトを作成するときは、Amazon WorkDocs サイトを作成する前に次のアイテムを持つことが
できます。

• AmazonAWS WorkDocs サイトを作成および管理するためのアカウント。ただし、ユーザー
は、Amazon に接続して使用するためであればAWSアカウントは必要としません WorkDocs。詳細につ
いては、「アマゾンの前提条件 WorkDocs (p. 2)」を参照してください。

• Simple AD を使用する予定の場合は、『AWS Directory Service管理ガイド』の「Simple AD の前提条
件」に記載されている前提条件を満たす必要があります。

• PCI、AWS Managed Microsoft AD FedRAMP または DoD などのコンプライアンスプログラムに属して
いる場合、PCI、FedRAMP または DoD などのコンプライアンスプログラムに属している場合。このセ
クションの手順では、既存の Microsoft AD Directory を使用する方法について説明します。Microsoft AD 
ディレクトリの作成については、『AWSDirectory Service 管理ガイド』の「AWS Managed Microsoft 
AD」を参照してください。

• 姓名と E メールアドレスを含む管理者のプロファイル情報。

WorkDocs アマゾンサイトの作成
以下の手順に従って、Amazon WorkDocs サイトを数分で作成できます。

Amazon WorkDocs サイトを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. コンソールのホームページの [ WorkDocs サイトの作成] で、[今すぐ始める] を選択します。

-もしくは-

ナビゲーションペインで [マイサイト] を選択し、[ WorkDocs サイトの管理] ページで [ WorkDocs サ
イトの作成] を選択します。

次に実行される処理は、ディレクトリを持つかどうかによって異なります。

• ディレクトリがある場合は、[ディレクトリの選択] ページが表示され、既存のディレクトリを選択
したり、ディレクトリを作成したりできます。

• ディレクトリがない場合は、「ディレクトリタイプのセットアップ」ページが表示され、Simple 
AD または AD Connector ディレクトリを作成できます。

このステップでは、両方のタスクを実行する方法を説明します。

既存のディレクトリを使用するには

1. [使用可能なディレクトリ] リストを開き、使用するディレクトリを選択します。
2. [Enable directory] (ディレクトリディレクトリの有効化) を選択します。

ディレクトリを作成するには

1. 上記のステップ 1 と 2 を繰り返します。
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この時点で何をするかは、Simple AD を使用するか AD Connector を作成するかによって異なりま
す。

Simple AD を使用するには

a. 「Simple AD」を選択し、「次へ」を選択します。

「Simple AD サイトの作成」ページが表示されます。
b. [アクセスポイント] の [サイト URL] ボックスに、サイトの URL を入力します。
c. [ WorkDocs 管理者を設定] で、管理者のメールアドレス、苗字、名前を入力します。
d. 必要に応じて、[ディレクトリの詳細] と [VPC 設定] のオプションを入力します。
e. 「Simple AD サイトを作成」を選択します。

AD Connector ディレクトリを作成するには

a. [AD Connector] を選択し、[次へ] を選択します。

「AD Connector の作成」サイトページが表示されます。
b. [ディレクトリ詳細] のすべてのフィールドに入力します。
c. [アクセスポイント] の [サイト URL] ボックスに、サイトの URL を入力します。
d. 必要に応じて、VPC 設定のオプションフィールドに入力します。
e. [AD Connector サイトの作成] を選択します。

Amazon WorkDocs は、以下のことを行います。

• 上記のステップ 4 で「代理で VPC をセットアップする」を選択した場合、Amazon が VPC WorkDocs 
を作成します。VPC のディレクトリには、ユーザーと Amazon WorkDocs サイトの情報が格納されま
す。

• Simple AD を使用した場合、Amazon WorkDocs はディレクトリユーザーを作成し、そのユーザーを 
Amazon WorkDocs 管理者として設定します。AD Connector ディレクトリを作成した場合、Amazon 
WorkDocs WorkDocs は管理者として指定した既存のディレクトリユーザーを設定します。

• 既存のディレクトリを使用した場合、Amazon WorkDocs WorkDocs 管理者のユーザー名を入力するよ
うに求められます。ユーザーは、ディレクトリのメンバーである必要があります。

Note

Amazon は、 WorkDocs 新しいサイトについてユーザーに通知しません。URL をユーザーに伝
え、サイトを使用するために別のログインは必要がないことを知らせる必要があります。

シングルサインオンの有効化
AWS Directory Service WorkDocs は、Amazon WorkDocs が登録されていのと同じディレクトリに参加し
ているコンピュータから、別途認証情報を入力することなく Amazon にアクセスすることをユーザーに許
可します。Amazon WorkDocs 管理者は、AWS Directory Serviceコンソールを使用して、シングルサイン
オンを有効にすることができます。詳細については、「AWS Directory Service Administration Guide」(管
理ガイド) の 「Single sign-on」(シングルサインオン) を参照してください。

Amazon WorkDocs 管理者がシングルサインオンを有効にした後、Amazon WorkDocs サイトのユーザー
は、シングルサインオンを許可するためにウェブブラウザの設定を変更する必要がある場合もあります。
詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「Single sign-on for IE and Chrome」(IE およ
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び Chrome のシングルサインオン) および「Single sign-on for Firefox」(Firefox のシングルサインオン) を
参照してください。

多要素認証の有効化
https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/AWS のディレクトリサービスコンソールを使用
して、AD Connector ディレクトリの多要素認証を有効にすることができます。MFA を有効にするに
は、MFA ソリューションとして Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) サーバーを使用す
るか、オンプレミスインフラストラクチャに RADIUS サーバー用の MFA プラグインを実装しておく必要
があります。MFA ソリューションでは、ワンタイムパスコード (OTP) を実装する必要があります。ユー
ザーは、ハードウェアデバイスから、または携帯電話などのデバイスで実行されるソフトウェアから、こ
のコードを取得します、

RADIUS は、業界標準のクライアント/サーバープロトコルであり、ユーザーをネットワークサービ
スに接続するための認証、許可、アカウント管理の機能を提供します。AWS Managed Microsoft AD 
には、MFA ソリューションを実装した RADIUS クライアントが付属しています。この RADIUS サー
バーが、ユーザーネームと OTP コードを検証します。RADIUS サーバーがユーザーの検証に成功する
と、AWS Managed Microsoft AD は AD に対して、そのユーザーを認証します。AD に対する認証に成功す
ると、ユーザーは AWS アプリケーションにアクセスできます。AWS Managed AWS Managed Microsoft 
AD RADIUS クライアントと RADIUS サーバーとの間の通信では、ポート 1812 を介した通信を有効にす
るための AWS セキュリティグループを設定する必要があります。

詳細については、『AWSDirectory Service 管理ガイド』の「AWS Managed Microsoft AD の多要素認証を
有効にする」を参照してください。

Note

Simple AD ディレクトリに対して多要素認証は使用できません。

ユーザーを管理者に昇格させる
Amazon WorkDocs コンソールを使用して、ユーザーを管理者に昇格させます。以下の手順に従ってくだ
さい。

ユーザーを管理者に昇格するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[マイサイト] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが表示されます。
3. 目的のサイトの横にあるボタンを選択し、[アクション] を選択し、[管理者を設定] を選択します。

[ WorkDocs 管理者の設定] ダイアログボックスが表示されます。
4. 「ユーザー名」ボックスに、昇格させたいユーザーのユーザー名を入力し、「管理者を設定」を選択

します。

管理者を降格させるために、Amazon WorkDocs サイト管理コントロールパネルを使用することもできま
す。詳細については、「ユーザーの編集 (p. 38)」を参照してください。
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WorkDocs AWSコンソールから 
Amazon を管理する

Amazon WorkDocs サイトを管理するには、以下のツールを使用します。

• AWSコンソールは https://console.aws.amazon.com/zocalo/ にあります。
• サイト管理者用コントロールパネル。すべての Amazon WorkDocs サイトの管理者が利用できます。

これらのツールはそれぞれ異なるアクションセットを提供します。このセクションのトピックでは、AWS
コンソールが提供するアクションについて説明します。サイト管理コントロールパネルについては、「」
を参照してください WorkDocs サイト管理コントロールパネルからの Amazon の管理 (p. 27)。

サイト管理者を設定する
管理者の場合は、ユーザーにサイトコントロールパネルへのアクセス権とサイトコントロールパネルが提
供するアクションを与えることができます。

管理者を設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[My] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが開き、サイトのリストが表示されます。
3. 管理者を設定するサイトの横にあるボタンを選択します。
4. アクションリストを開き、「管理者を設定」を選択します。

[ WorkDocs 管理者の設定] ダイアログボックスが表示されます。
5. 「ユーザー名」ボックスに新しい管理者の名前を入力し、「管理者を設定」を選択します。

招待 E メールの再送信
招待 E メールはいつでも再送信できます。

招待 E メールを再送信するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[My] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが開き、サイトのリストが表示されます。
3. メールを再送信するサイトの横にあるボタンを選択します。
4. アクションリストを開き、「招待メールを再送信」を選択します。

緑色のバナーで成功を示すメッセージが表示されます。
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多要素認証の管理
Amazon WorkDocs サイトを作成する場合、多要素認証を有効にすることができます。認証の詳細につい
ては、「多要素認証の有効化 (p. 23)」を参照してください。

サイト URL の設定
Note

のサイト作成プロセスに従った場合はAmazon の開始方法 WorkDocs (p. 20)、サイトの URL を
入力しました。その結果、URL は 1 回しか設定できないため、Amazon WorkDocs では [サイト 
URL の設定] コマンドを使用できなくなります。Amazon をデプロイして Amazon WorkSpaces 
と統合する場合にのみ、以下の手順に従ってください WorkDocs。Amazon WorkSpaces 統
合プロセスでは、サイト URL の代わりにシリアル番号を入力する必要があるため、統合が
完了したら URL を入力する必要があります。Amazon と Amazon の統合の詳細については 
WorkSpaces 、Amazon WorkDocs WorkSpaces ユーザーガイドの WorkDocs 「統合」を参照し
てください。

サイト URL を設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[My] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが開き、サイトのリストが表示されます。
3. Amazon と統合したサイトを選択します WorkSpaces。URL には、https://{directory_id}.awsapps.com

などの Amazon WorkSpaces インスタンスのディレクトリ ID が含まれています。
4. その URL の横にあるボタンを選択し、「アクション」リストを開いて、「サイト URL の設定」を選

択します。

[サイト URL の設定] ダイアログボックスが表示されます。
5. 「サイト URL」ボックスにサイトの URL を入力し、「サイト URL の設定」を選択します。
6. [ WorkDocs サイトの管理] ページで [更新] を選択すると、新しい URL が表示されます。

通知の管理
Note

セキュリティを強化するには、可能な限り IAM ユーザーの代わりにフェデレーティッドユーザー
を作成してください。

通知により、IAM ユーザーまたはロールは CreateNotificationSubscriptionAPI を呼び出すことができま
す。これを使用して、 WorkDocs 送信する SNS メッセージを処理するための独自のエンドポイントを設
定できます。通知の詳細については、Amazon WorkDocs 開発者ガイドの「IAM ユーザーまたはロールへ
の通知の設定」を参照してください。

通知の作成および削除が可能です。このステップでは、両方のタスクを実行する方法について説明しま
す。

通知を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[My] を選択します。
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[ WorkDocs サイトの管理] ページが開き、サイトのリストが表示されます。
3. 目的のサイトの横にあるボタンを選択します。
4. アクションリストを開き、「通知を管理」を選択します。

[ WorkDocs 管理者の設定] ダイアログボックスが表示されます。
5. 「ユーザー名」ボックスに新しい管理者の名前を入力し、「管理者を設定」を選択します。

通知を削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[My] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが開き、サイトのリストが表示されます。
3. 管理者を設定するサイトの横にあるボタンを選択します。
4. アクションリストを開き、「管理者を設定」を選択します。

[ WorkDocs 管理者の設定] ダイアログボックスが表示されます。
5. 「ユーザー名」ボックスに新しい管理者の名前を入力し、「管理者を設定」を選択します。

サイトの削除
Amazon WorkDocs コンソールを使用してサイトを削除します。

Warning

サイトを削除すると、すべてのファイルが失われます。サイトを削除するのは、サイトのこの情
報がもう必要ないと確信が持てる場合のみにしてください。

サイトを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/zocalo/ で Amazon WorkDocs コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーで、[Mites (サイト)] を選択します。

[ WorkDocs サイトの管理] ページが表示されます。
3. 削除するサイトの横にあるボタンを選択し、[Delete (サイト)] を選択します。

[サイト URL の削除] ダイアログボックスが表示されます。
4. 必要に応じて、「ユーザーディレクトリも削除する」 を選択します。

Important

Amazon の独自のディレクトリを提供しない場合 WorkDocs、こちらで作成します。Amazon 
WorkDocs サイトを削除する場合、ディレクトリを削除するか、他の AWS アプリケーショ
ンに使用しない限り、こちらで作成したディレクトリに対して料金が請求されます。料金情
報については、「AWS Directory Service の料金」を参照してください。

5. 「サイト URL」ボックスにサイト URL を入力し、「削除」を選択します。

サイトはすぐに削除され、使用できなくなります。
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WorkDocs サイト管理コントロール
パネルからの Amazon の管理

Amazon WorkDocs サイトを管理するには、以下のツールを使用します。

• サイト管理者用コントロールパネル。すべての Amazon WorkDocs サイトの管理者が利用でき、以下の
トピックで説明されています。

• AWSコンソールは https://console.aws.amazon.com/zocalo/ にあります。

これらのツールはそれぞれ異なるアクションセットを提供します。このセクションのトピックでは、サイ
ト管理者のコントロールパネルで提供されるアクションについて説明します。コンソールで利用できるタ
スクについては、「」を参照してください WorkDocs AWSコンソールから Amazon を管理する (p. 24)。

優先言語設定
E メール通知の言語を指定できます。

言語の設定を変更するには

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Preferred Language Settings (使用する言語の設定)] で、使用する言語を選択します。

Hancom Online Editing と Office Online
[Admin control panel] (管理コントロールパネル) から、[Hancom Online Editing] (ハンコムオンライン編集) 
および [Office Online] (Office オンライン) の設定を有効または無効にします。詳細については、「共同編
集の有効化 (p. 46)」を参照してください。

[Storage] (ストレージ)
新しいユーザーが受信するストレージの容量を指定します。

ストレージの設定を変更するには

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Storage (ストレージ)] で、[Change (変更)] を選択します。
3. [Storage Limit (ストレージの制限)] ダイアログボックスで、新しいユーザーに無制限または制限され

たストレージのどちらかを付与するように選択します。
4. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。

ストレージ設定の変更は、設定が変更された後に追加されたユーザーにのみ影響します。既存のユーザー
に割り当てられたストレージの量は変更されません。既存のユーザーのストレージ制限を変更するには、
「ユーザーの編集 (p. 38)」をご参照ください。
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IP 許可リスト
Amazon WorkDocs のサイト管理者は、IP 許可リスト設定を追加して、サイトアクセスを許可された範囲
の IP アドレスに制限できます。サイトあたり最大 32 個の [IP Allow List] (IP 許可リスト) の設定を追加で
きます。

Note

現在、[IP Allow List] (IP 許可リスト) は、IPv4 アドレスにしか使用できません。IP アドレス拒否
リストは現在サポートされていません。

[IP Allow List] (IP 許可リスト) に IP 範囲を追加するには

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [IP Allow List] (IP 許可リスト) で、[Change] (変更) を選択します。
3. [CIDR 値の入力] で、IP アドレス範囲の Classless Inter-Domain Routing (CIDR) ブロックを入力し、

[追加] を選択します。

• 1 つの IP アドレスからのアクセスを許可するには、CIDR プレフィックスとして /32 を指定しま
す。

4. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。
5. [IP Allow List] (IP 許可リスト) の IP アドレスからサイトに接続するユーザーは、アクセスが許可され

ます。許可されていない IP アドレスからサイトに接続しようとするユーザーには、unauthorized レス
ポンスが返されます。

Warning

現在の IP アドレスを使用してサイトにアクセスすることをブロックする CIDR 値を入力した場合
は、警告メッセージが表示されます。現在の CIDR 値で続行する場合は、現在の IP アドレスを使
用したサイトへのアクセスがブロックされます。このアクションを取り消すには、AWS Support 
にお問い合わせください。

セキュリティ — ActiveDirectory シンプルなサイト
このトピックでは、Simple ActiveDirectory サイトのさまざまなセキュリティ設定について説明します。 
ActiveDirectory コネクタを使用するサイトについては、次のセクションを参照してください。

セキュリティ設定

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコン

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Security] (セキュリティ) まで下にスクロールし、 [Change] (変更) を選択します。

[Policy Settings] (ポリシーの設定) ダイアログボックスが表示されます。次の表は、Simple 
ActiveDirectory サイトのセキュリティ設定
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セッティング 説明

「共有可能なリンクの設定を選択」で、次のいずれかを選択します。

サイト全体または公開共有可能なリンクを許可
しない

すべてのユーザーのリンク共有を無効にしま
す。

ユーザーがサイト全体で共有可能なリンクを作
成できるようにするが、公開共有可能なリンク
の作成は許可しない

リンクの共有をサイトメンバーのみに制限しま
す。管理対象ユーザーはこのタイプのリンクを
作成できます。

ユーザーはサイト全体で共有可能なリンクを作
成できますが、公開共有可能なリンクを作成で
きるのはパワーユーザーのみです

管理対象ユーザーはサイト全体のリンクを作成
できますが、パブリックリンクを作成できるの
はパワーユーザーだけです。公開リンクは、イ
ンターネット上の任意のユーザーからのアクセ
ス権です。

すべての管理対象ユーザーは、サイト全体で共
有可能な公開リンクを作成できます

管理対象ユーザーは公開リンクを作成できま
す。

[自動アクティベーション] で、チェックボックスをオンまたはオフにします。

ディレクトリ内のすべてのユーザーが、 
WorkDocs サイトに初めてログインしたときに自
動的にアクティブ化されるようにします。

ユーザーがサイトに初めてログインしたときに
自動的にアクティブ化します。

[ WorkDocs サイトへの新規ユーザーの招待を許可するユーザー] で、次のいずれかを選択します。

管理者だけが新しいユーザーを招待できます。 管理者だけが新しいユーザーを招待できます。

ユーザーは、ファイルやフォルダを共有するこ
とで、どこからでも新しいユーザーを招待でき
ます。

ユーザーは、ファイルまたはフォルダーをその
ユーザーと共有して新しいユーザーを招待でき
ます。

ユーザーは、ファイルやフォルダーを共有する
ことで、いくつかの特定のドメインから新しい
ユーザーを招待できます。

ユーザーは、ファイルまたはフォルダを共有す
ることで、指定のドメインから新しい人物を招
待することができます。

「新規ユーザーのロールを設定」で、チェックボックスをオンまたはオフにします。

ディレクトリの新しいユーザーは管理対象ユー
ザーになります (デフォルトではゲストユーザー
です)

ディレクトリの新規ユーザーを管理対象ユー
ザーに自動的に変換します。

4. 終了したら、[変更を保存] を選択します。

セキュリティ — ActiveDirectory コネクタサイト
このトピックでは、 ActiveDirectory コネクタサイトのさまざまなセキュリティ設定について説明しま
す。Simple を使用するサイトについては ActiveDirectory、前のセクションを参照してください。

セキュリティ設定

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコン
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2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Security] (セキュリティ) まで下にスクロールし、 [Change] (変更) を選択します。

[Policy Settings] (ポリシーの設定) ダイアログボックスが表示されます。次の表に、 ActiveDirectoryコ
ネクタサイトのセキュリティ設定設定

セッティング 説明

「共有可能なリンクの設定を選択」で、次のいずれかを選択します。

サイト全体または公開共有可能なリンクを許可
しない

選択すると、すべてのユーザーのリンク共有が
無効になります。

サイト全体の共有可能なリンクの作成をユー
ザーに許可するが、公開共有可能なリンクの作
成は許可しない

リンクの共有をサイトメンバーのみに制限しま
す。管理対象ユーザーはこのタイプのリンクを
作成できます。

ユーザーはサイト全体で共有可能なリンクを作
成できますが、公開共有可能なリンクを作成で
きるのはパワーユーザーのみです

管理対象ユーザーはサイト全体のリンクを作成
できますが、パブリックリンクを作成できるの
はパワーユーザーだけです。公開リンクは、イ
ンターネット上の任意のユーザーからのアクセ
ス権です。

すべての管理対象ユーザーは、サイト全体で共
有可能な公開リンクを作成できます

管理対象ユーザーは公開リンクを作成できま
す。

[自動アクティベーション] で、チェックボックスをオンまたはオフにします。

ディレクトリ内のすべてのユーザーが、 
WorkDocs サイトに初めてログインしたときに自
動的にアクティブ化されるようにします。

ユーザーがサイトに初めてログインしたときに
自動的にアクティブ化します。

「 WorkDocs サイト内のディレクトリユーザーをアクティブ化できるのは誰か」の下にあります。 
で、以下のいずれかを選択します。

管理者だけがディレクトリから新しいユーザー
をアクティブ化できます。

管理者だけが新しいディレクトリユーザーをア
クティブ化できます。

ユーザーは、ファイルやフォルダーを共有する
ことで、ディレクトリから新しいユーザーをア
クティブ化できます。

ディレクトリユーザーとファイルまたはフォル
ダーを共有することで、ユーザーがディレクト
リユーザーを有効にできるようにします。

ユーザーは、ファイルやフォルダーを共有する
ことで、いくつかの特定のドメインの新規ユー
ザーをアクティブ化できます。

ユーザーは、特定のドメインのユーザーからの
ファイルまたはフォルダーのみを共有できま
す。このオプションを選択した場合は、ドメイ
ンの入力が必要です。

「 WorkDocs サイトへの新規ユーザーを招待できるのは誰か」の下にあります。 で、以下のいずれ
かを選択します。

[Share with external users (外部ユーザーとの共
有)]

Enables administrators and users to invite new 
external users to your Amazon WorkDocs site.
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セッティング 説明
Note

以下のオプションは、この設定を選択
した後にのみ表示されます。

Only administrators can invite new external users
(管理者のみが新規外部ユーザーを招待可能)

管理者のみが外部ユーザーを招待することがで
きます。

すべての管理対象ユーザーは新しいユーザーを
招待できます

管理対象ユーザーが外部ユーザーを招待できる
ようにします。

パワーユーザーのみが、新しい外部ユーザーを
招待することができます。

パワーユーザーのみが新しい外部ユーザーを招
待できるようにします。

「新規ユーザーのロールを設定」で、オプションのいずれかまたは両方を選択します。

ディレクトリの新しいユーザーは管理対象ユー
ザーになります (デフォルトではゲストユーザー
です)

ディレクトリの新規ユーザーを管理対象ユー
ザーに自動的に変換します。

[New external users will be Managed users (they 
are Guest users by default) (新しい外部ユーザー
は管理対象ユーザーになります (デフォルトでは
ゲストユーザーです))]

新しい外部ユーザーを管理対象ユーザーに自動
的に変換します。

4. 終了したら、[変更を保存] を選択します。

ごみ箱の保持期間
ユーザーがファイルを削除すると、 WorkDocs Amazonはそのファイルをユーザーのごみ箱に30日間保管
します。その後、Amazon はファイルを一時的な回復用ゴミ箱に 60 WorkDocs 日間移動し、その後完全に
削除します。一時的な回復ビンを表示できるのは管理者だけです。サイト全体のデータ保持ポリシーを変
更することで、サイト管理者はリカバリビンの保存期間を最小 0 日、最大 365 日に変更できます。

ごみ箱の保持期間を変更するには

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Recovery bin retention (リカバリ用ごみ箱の保持期間)] の横から、[Change (変更)] を選択します。
3. リカバリ用ごみ箱へのファイルの保存日数を入力し、[保存] を選択します。

Note

デフォルトの保持期間は 60 日間です。0 ～ 365 日の期間を使用できます。

管理者は、Amazon WorkDocs がユーザーファイルを完全に削除する前に、リカバリ用ごみ箱から復元す
ることができます。

ユーザーのファイルを復元するには

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Manage Users] (ユーザーの管理) で、ユーザーのフォルダアイコンを選択します。
3. [Recovery bin] (リカバリ用ごみ箱) で、復元するファイルを選択し、[Recover] (復元) アイコンをク

リックします。
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4. [ファイルの復元] で、ファイルを復元する場所を選択し、[復元] を選択します。

ユーザー設定の管理
ユーザーロールの変更、ユーザーの招待、有効化、無効化を含むユーザーの設定を管理できます。詳細に
ついては、「Amazon WorkDocs ユーザーを招待して管理します (p. 34)」を参照してください。
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Amazon WorkDocs ドライブを複数
のコンピュータ展開する

ドメインに参加しているマシンフリートの場合は、グループポリシーオブジェクト (GPO) または System 
Center Configuration Manager (SCCM) を使用して Amazon WorkDocs ドライブクライアントをインス
トールできます。 https://amazonworkdocs.com/en/clients からクライアントをダウンロードできます。

移動するときは、 Amazon WorkDocs ドライブで、すべての AWS IP アドレスのポート 443 に HTTPS 
アクセスが必要であることを忘れないでください。また、ターゲットシステムが Amazon WorkDocs ド
ライブのインストール要件を満たしていることを確認する必要もあります。詳細については、Amazon 
WorkDocs User GuideAmazon WorkDocsユーザーガイド(Amazon WorkDocsユーザーガイド)の
「Installing Amazon WorkDocs Drive(Amazon WorkDocs ドライブのインストール)」を参照してくださ
い。

Note

GPO または SCCM を使用する場合のベストプラクティスとして、ユーザーがログインした後に 
Amazon WorkDocs ドライブクライアントをインストールします。

Amazon WorkDocs ドライブの MSI インストーラーは以下のオプションインストールパラメータをサポー
トしています。

• SITEID - 登録時にユーザーの Amazon WorkDocs サイトの情報を自動入力します。例えば、 SITEID=
####。

• DefaultDriveLetter - Amazon WorkDocs ドライブのマウントに使用するドライブ文字を自動入力し
ます。たとえば、 DefaultDriveLetter= W。 ユーザーごとに異なるドライブ文字が必要であること
を覚えておいてください。また、ユーザーは Amazon WorkDocs ドライブを初めて起動した後、ドライ
ブ名は変更できますが、ドライブ文字は変更することができません。

次の例では、ユーザーインターフェイスや再起動なしで Amazon WorkDocs Drive をデプロイしていま
す。MSI ファイルのデフォルト名を使用していることにご注意ください。

msiexec /i "AWSWorkDocsDriveClient.msi" SITEID= your_workdocs_site_ID
DefaultDriveLetter= your_drive_letter  REBOOT=REALLYSUPPRESS /norestart /qn
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Amazon WorkDocs ユーザーを招待
して管理します

デフォルトでは、サイトの作成中にディレクトリをアタッチすると、Amazonの自動アクティベーション
機能により、 WorkDocs そのディレクトリ内のすべてのユーザーが管理対象ユーザーとして新しいサイト
に追加されます。

では WorkDocs、管理対象ユーザーは個別の認証情報を使用してログインする必要はありません。ファイ
ルの共有や共同作業ができ、自動的に 1 TB のストレージが備わります。ただし、ディレクトリ内に一部
のユーザーのみを追加したい場合は、自動アクティベーションをオフにできます。次のセクションのス
テップで、その方法を説明します。

さらにユーザーの招待、有効化、無効化、およびユーザーのロールと設定の変更を行うことが可能です。
ユーザーをディレクトリ管理者に昇格することもできます。ユーザーの昇格についての情報は、「ユー
ザーを管理者に昇格させる (p. 23)」を参照してください。

これらのタスクは、Amazon WorkDocs ウェブクライアントの管理コントロールパネルで行います。ただ
し、Amazon を初めて使用する場合は WorkDocs、管理タスクに取り掛かる前に、数分程度でさまざまな
ユーザーロールについて理解を深めてください。

内容
• ユーザーロールの概要 (p. 34)
• 管理コントロールパネルを起動する (p. 35)
• 自動アクティベーションをオフにする (p. 36)
• リンク共有の管理 (p. 36)
• 自動アクティベーションを有効にしてユーザーの招待を制御する (p. 37)
• 新しいユーザーの招待 (p. 37)
• ユーザーの編集 (p. 38)
• ユーザーの無効化 (p. 39)
• ドキュメントの所有権の委譲 (p. 39)
• ユーザーリストのダウンロード (p. 40)

ユーザーロールの概要
Amazon WorkDocs では、以下のユーザーロールが定義さします。ユーザープロファイルを編集すること
により、ユーザーのロールを変更できます。詳細については、「ユーザーの編集 (p. 38)」を参照してく
ださい。

• Admin (管理者): ユーザーの管理とサイト設定の定義のためのアクセス権限など、サイト全体の管理者権
限のある有料ユーザー。ユーザーを管理者に昇格する方法については、「ユーザーを管理者に昇格させ
る (p. 23)」をご参照ください。

• パワーユーザー:管理者からの特別な権限を持つ有料ユーザー。パワーユーザーのアクセス許可を設定す
る方法についての詳細は、「」セキュリティ — ActiveDirectory シンプルなサイト (p. 28) および「」を
参照してくださいセキュリティ — ActiveDirectory コネクタサイト (p. 29)。

• ユーザー:Amazon WorkDocs サイトでファイルを保存したり、他のユーザーと共同作業したりできる有
料ユーザー。
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• Guest user (ゲストユーザー): ファイルを表示できる無料ユーザー。ゲストユーザーをユーザー、パワー
ユーザー、または管理者というロールにアップグレードすることができます。

Note

ゲストユーザーの役割を変更する場合、元に戻せない1回限りのアクションが実行されます。

Amazon では、 WorkDocs これらの追加のユーザータイプも定義します。

WS ユーザー

が割り当てられたユーザー WorkSpaces WorkSpace。

• すべてのAmazon WorkDocs 機能へアクセスできる
• 50 GB のデフォルトストレージ (有料で 1 TB にアップグレード可能)
• 月額料金なし

アップグレードされた WS ユーザー

WorkSpaces WorkSpace ストレージが割り当てられ、アップグレードされたストレージを持つユーザー。

• すべてのAmazon WorkDocs 機能へアクセスできる
• 1 TB のデフォルトストレージ ( pay-as-you-go追加ストレージは随時使用可能)
• 月額料金の対象

WorkDocs アマゾンユーザー

割り当てられていないアクティブな Amazon WorkDocs ユーザー WorkSpaces WorkSpace。

• すべてのAmazon WorkDocs 機能へアクセスできる
• 1 TB のデフォルトストレージ ( pay-as-you-go追加ストレージは随時使用可能)
• 月額料金の対象

管理コントロールパネルを起動する
Amazon WorkDocs ウェブクライアントの管理コントロールパネルを使用して、自動アクティベーション
のオン/オフを切り替えたり、ユーザーロールや設定の変更を行うことができます。

管理者用コントロールパネルを開くには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。

Note

一部のコントロールパネルのオプションは、クラウドディレクトリと接続ディレクトリで異なり
ます。
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自動アクティベーションをオフにする
ディレクトリ内のすべてのユーザーを新しいサイトに追加したくない場合や、新しいサイトに招待する
ユーザーに異なる権限とロールを設定したい場合は、自動アクティベーションをオフにします。自動アク
ティベーションをオフにすると、現在のユーザー、パワーユーザー、管理者など、誰が新しいユーザーを
招待するかも決めることができます。このステップでは、両方のタスクを実行する方法を説明します。

自動アクティベーション をオフにするには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Security] (セキュリティ) まで下にスクロールし、 [Change] (変更) を選択します。

[Policy Settings] (ポリシーの設定) ダイアログボックスが表示されます。
4. [自動アクティベーション] で、[ WorkDocs ディレクトリ内のすべてのユーザーがサイトに初めてログ

インしたときに自動的にアクティブ化されることを許可する] の横にあるチェックボックスをオフにし
ます。

[ WorkDocs サイトのディレクトリユーザーのアクティベーションを許可するユーザー] でオプション
が変わります。現在のユーザーに新しいユーザーを招待させたり、パワーユーザーや他の管理者にそ
の機能を与えることもできます。

5. オプションを選択し、  変更の保存  を選択します。

手順 1 ～ 4 を繰り返して、自動アクティベーションを再度有効にします。

リンク共有の管理
このトピックでは、リンク共有を管理する方法について説明します。Amazon WorkDocs ユーザーは、リ
ンクを共有することで、ファイルやフォルダーを共有できます。ファイルリンクは組織内外で共有できま
すが、フォルダリンクは組織内部でのみ共有できます。管理者は、リンクを共有できるユーザーを管理し
ます。

リンク共有を有効にするには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Security] (セキュリティ) まで下にスクロールし、 [Change] (変更) を選択します。

[Policy Settings] (ポリシーの設定) ダイアログボックスが表示されます。
4. 「共有可能なリンクの設定を選択」で、オプションを選択します。

• サイト全体または公開されている共有可能なリンクを許可しない — すべてのユーザーのリンク共有
を無効にします。
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にしてユーザーの招待を制御する

• ユーザーにサイト全体の共有可能なリンクの作成を許可するが、公開共有可能なリンクの作成は許
可しない-リンクの共有をサイトメンバーのみに制限します。管理対象ユーザーはこのタイプのリン
クを作成できます。

• ユーザーはサイト全体で共有可能なリンクを作成できますが、公開共有リンクを作成できるのはパ
ワーユーザーだけです。管理対象ユーザーはサイト全体のリンクを作成できますが、公開リンクを
作成できるのはパワーユーザーだけです。公開リンクは、インターネット上の任意のユーザーへの
アクセスが可能です。

• すべての管理対象ユーザーは、サイト全体で共有可能な公開リンクを作成できます。管理対象ユー
ザーは公開リンクを作成できます。

5. [Save Changes] (変更を保存する) を選択します。

自動アクティベーションを有効にしてユーザーの招
待を制御する

自動アクティベーションを有効にすると（デフォルトではオンになっていることを覚えておいてくださ
い）、他のユーザーを招待する権限をユーザーに与えることができます。以下のいずれかに権限を付与で
きます。

• すべてのユーザー
• パワーユーザー
• 管理者

権限を完全に無効にすることもできます。このステップでは、その方法を説明します。

招待の権限を設定するには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Security] (セキュリティ) まで下にスクロールし、 [Change] (変更) を選択します。

[Policy Settings] (ポリシーの設定) ダイアログボックスが表示されます。
4. [ WorkDocsサイト内のディレクトリユーザーのアクティブ化を許可するユーザー] で、[外部ユーザー

と共有] チェックボックスをオンにし、チェックボックスの下にあるオプションのいずれかを選択し
て、[変更を保存] を選択します。

-もしくは-

誰にも新しいユーザーを招待させたくない場合は、チェックボックスをオフにして、[Save Changes]
(変更を保存) を選択します。

新しいユーザーの招待
ディレクトリに参加する新しいユーザーを招待できます。また、既存のユーザーが新しいユーザーを招待
できるようにすることもできます。詳細については、このガイドの「」セキュリティ — ActiveDirectory シ
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ンプルなサイト (p. 28) およびセキュリティ — ActiveDirectory コネクタサイト (p. 29)「」を参照してくだ
さい。

新しいユーザーを招待するには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Manage Users] (ユーザーを管理) で、[Invite Users] (ユーザーの招待) を選択します。
4. [Invite Users] (ユーザーの招待) ダイアログボックスで、[誰を招待したいですか？] に招待者のメール

アドレスを入力し、[Send] (送信) を選択します。招待者ごとに、このステップを繰り返します。

Amazon WorkDocs は、各受信者に招待メールを送信します。メールには、Amazon WorkDocs アカウン
トの作成方法に関するリンクと説明が含まれています。招待リンクは 30 日後に有効期限が切れます。

ユーザーの編集
ユーザー情報や設定を変更できます。

ユーザーを編集するには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Manage Users] (ユーザーの管理) で、ユーザー名の横にある鉛筆アイコン ( ) を選択します。
4. [Edit User] (ユーザーの編集) ダイアログボックスで、次のオプションを編集することができます。

[First Name] (名) (クラウドディレクトリのみ)

ユーザーの名前。
[Last Name] (姓) (クラウドディレクトリのみ)

ユーザーの姓。
[Status] (ステータス)

ユーザーが [Active] (アクティブ) か [Inactive] (非アクティブ) かどうかを指定します。詳細につい
ては、「ユーザーの無効化 (p. 39)」をご参照ください。

[Role] (ロール)

人がユーザーであるか管理者であるかを指定します。また、 WorkSpaces WorkSpace割り当て
られているユーザーをアップグレードまたはダウングレードすることもできます。詳細について
は、「ユーザーロールの概要 (p. 34)」を参照してください。

[Storage] (ストレージ)

既存ユーザーのストレージ制限を指定します。
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5. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。

ユーザーの無効化
ユーザーのステータスを [Inactive] (非アクティブ) に変更することで、ユーザーのアクセスを無効にしま
す。

ユーザーのステータスを非アクティブに変更するには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Manage Users] (ユーザーの管理) で、ユーザー名の横にある鉛筆アイコン ( ) を選択します。
4. [Inactive] (非アクティブ) を選択し、[Save Changes] (変更を保存) を選択します。

非アクティブ化されたユーザーは、Amazon WorkDocs サイトにアクセスできません。
Note

ユーザーを非アクティブステータスに変更しても、そのユーザーのファイル、フォルダ、フィー
ドバックは Amazon WorkDocs サイトから削除されません。ただし、アクティブユーザーに、
非アクティブユーザーのファイルやフォルダを転送することができます。詳細については、「ド
キュメントの所有権の委譲 (p. 39)」を参照してください。

保留中のユーザーの削除
保留状態の Simple AD、AWS管理対象の Microsoft ユーザー、AD Connector ユーザーを削除できます。こ
れらのユーザーの1人を削除するには、ユーザー名の横にあるごみ箱アイコン ( ) を選択します。

Amazon WorkDocs サイトには、ゲストユーザーではないアクティブユーザーが、常に少なくとも 1 人
いる必要があります。すべてのユーザーを削除する必要がある場合は、サイト全体を削除してくださ
い (p. 26)。

登録されたユーザーを削除することはおすすめしません。代わりに、ユーザーをアクティブから非アク
ティブに切り替えて、 WorkDocs ユーザーがAmazonサイトにアクセスできないようにする必要がありま
す。

ドキュメントの所有権の委譲
非アクティブユーザーのファイルやフォルダをアクティブユーザーに委譲できます。ユーザーを無効にす
る方法の詳細は、「ユーザーの無効化 (p. 39)」を参照してください。

Warning

このアクションは元に戻すことができません。

ドキュメントの所有権を委譲するには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。
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2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Manage Users] (ユーザーの管理) で、非アクティブなユーザーを検索します。
4. 非アクティブなユーザーの名前の横にある鉛筆アイコン ( ) を選択します。
5. [Transfer Document Ownership] (ドキュメントの所有権の委譲) を選択して、新しい所有者の E メール

アドレスを入力します。
6. [Save Changes (変更を保存) ] を選択します。

ユーザーリストのダウンロード
管理者コントロールパネルからユーザーのリストをダウンロードするには、Amazon WorkDocs 
Companion をインストールする必要があります。Amazon WorkDocs コンパニオンをインストールするに
は、「Amazon 向けアプリとインテグレーション」を参照してください WorkDocs。

ユーザーのリストをダウンロードするには

1. WorkDocs クライアントの右上隅にあるプロファイルアイコンを選択します。

2. [Admin] (管理) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を選択します。
3. [Manage Users (ユーザーの管理)] で、[Download user (ユーザーのダウンロード)] を選択します。
4. [Download user (ユーザーのダウンロード)] で、次のいずれかのオプションを使って、ユーザーのリス

トを .json ファイルとしてデスクトップにエクスポートします。

• すべてのユーザー
• ゲストユーザー
• WS ユーザー
• ユーザー
• パワーユーザー
• Admin

5. WorkDocs 以下のいずれかの場所にファイルを保存します。

• Windows – Downloads/WorkDocsDownloads
• macOS – hard drive/users/username/WorkDocsDownloads/folder

Note

ダウンロードには時間がかかる場合があります。また、ダウンロードしたファイルは /
~users フォルダには入りません。

これらのユーザーロールの詳細については、「ユーザーロールの概要 (p. 34)」をご参照ください。
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共有とコラボレーション
ユーザーは、リンクまたは招待を送信してコンテンツを共有することができます。外部共有を有効にする
と、ユーザーは外部ユーザーと共同作業することもできます。

Amazon は、 WorkDocs 権限を使用してフォルダやファイルへのアクセスを制御します。システムは、
ユーザーの役割に基づいて権限を適用します。

目次
• リンクの共有 (p. 41)
• 招待による共有 (p. 41)
• 外部共有 (p. 41)
• 許可 (p. 42)
• 共同編集の有効化 (p. 46)

リンクの共有
ユーザーは、[Share a link (リンクの共有)] を選択して Amazon WorkDocs コンテンツへのハイパーリンク
をすばやくコピーし、組織内外の同僚や外部ユーザーと共有できます。ユーザーはリンクを共有するとき
に、以下のアクセスオプションのいずれかを許可するようにリンクを設定できます。

• Amazon WorkDocs サイトのすべてのメンバーは、ファイルを検索し、表示し、コメントすることがで
きます。

• このリンクがあれば、Amazon WorkDocs サイトのメンバーでない人でも、誰でもファイルを表示でき
ます。このリンクオプションでは、アクセス許可が表示のみに制限されます。

表示のアクセス権限のある受取人は、ファイルの表示のみが可能です。コメントのアクセス権限により、
ユーザーは新しいファイルのアップロード、既存のファイルの削除などの更新オペレーションや削除オペ
レーションのコメントと実行が可能です。

デフォルトでは、すべての管理対象ユーザーがパブリックリンクを作成できます。この設定を変更する
には、管理コントロールパネルから [Security] (セキュリティ) 設定を更新します。詳細については、「
WorkDocs サイト管理コントロールパネルからの Amazon の管理 (p. 27)」を参照してください。

招待による共有
ユーザーは、[Share by invite] (招待により共有) を選択し、メールアドレスを使用して他のユーザーを招待
することで、ファイルやフォルダを共有できます。ユーザーは、招待されたユーザーに対してそれぞれ適
切なアクセス許可を設定することもできます。招待されたユーザーは、コンテンツが共有されたことを通
知する招待メールを自動的に受け取ります。メール内のリンクをクリックすると、共有ファイルが開きま
す。ユーザーは他のサイトメンバーや外部ユーザーとファイルやフォルダを共有することができます。

ユーザーは、作成したディレクトリグループを使用して招待で共有するチームフォルダを作成することも
できます。

外部共有
外部共有により、Amazon WorkDocs サイトの管理対象のユーザーは、余分なコストをかけずにファイル
やフォルダを共有したり、外部ユーザーと共同作業することが可能です。受信者は Amazon WorkDocs サ
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イトの有料ユーザーなる必要がなく、外部のユーザーとファイルやフォルダを共有することができます。
外部共有を有効にすると、ユーザーは共有先となる外部ユーザーのメールアドレスを入力し、表示者の共
有アクセス権限を適切に設定することができます。外部ユーザーを追加すると、アクセス権限は表示者の
みに制限され、他の権限は使用できません。外部ユーザーは、共有ファイルやフォルダへのリンクを含む
メール通知を受け取ります。リンクを選択すると、外部ユーザーはサイトに移動し、Amazon にログイン
するために認証情報を入力します WorkDocs。共有されるファイルやフォルダは [Shared with me] (私と共
有) ビューに表示されます。

ファイル所有者はいつでも共有アクセス権限を変更したり、外部ユーザーのアクセス権限をファイルや
フォルダから削除したりすることができます。管理対象のユーザーが外部ユーザーとコンテンツを共有で
きるようにするには、サイト管理者がサイトの外部共有を有効にする必要があります。[Guest user] (ゲス
トユーザー) が共同編集者または共同所有者になるには、サイト管理者がそれらのユーザーを [User] (ユー
ザー) レベルにアップグレードする必要があります。詳細については、「ユーザーロールの概要 (p. 34)」
をご参照ください。

デフォルトでは、外部共有は有効になっており、すべてのユーザーが外部ユーザーを招待できます。この
設定を変更するには、管理コントロールパネルから [Security] (セキュリティ) 設定を更新します。詳細に
ついては、「 WorkDocs サイト管理コントロールパネルからの Amazon の管理 (p. 27)」を参照してくださ
い。

許可
Amazon WorkDocs では、アクセス権を使用してフォルダやファイルへのアクセスを制御します。アクセ
ス権はユーザーのロールに基づいて適用されます。

内容
• ユーザーロール (p. 42)
• 共有フォルダのアクセス許可 (p. 43)
• 共有フォルダー内のファイルの権限 (p. 43)
• 共有フォルダーにないファイルの権限 (p. 45)

ユーザーロール
ユーザーロールはフォルダーとファイルの権限を制御します。次のユーザーロールをフォルダーレベルで
適用できます。

• フォルダの所有者 — フォルダまたはファイルの所有者。
• フォルダの共同所有者 — 所有者によってフォルダまたはファイルの共同所有者として指定されたユー

ザーまたはグループ。
• フォルダの寄稿者 — フォルダへの無制限アクセス権限を持つ人。
• フォルダのビューワー — フォルダへのアクセスが制限されている (読み取り専用権限) を持つ人。

次のユーザーロールを個々のファイルレベルで適用できます。

• 所有者 — ファイルの所有者。
• 共同所有者 — 所有者によってファイルの共同所有者として指定されたユーザーまたはグループ。
• 寄稿者 — 誰かがファイルに関するフィードバックを提供することを許可したユーザー。
• ビューワー — ファイルへのアクセスが制限されている (読み取り専用権限) を持つユーザー。
• 匿名のビューワー — 外部のビューワーリンクを使用して共有されたファイルを表示できる、組織外部の

登録されていないユーザー。特に明記されていない限り、匿名のビューワーはビューワーと同じアクセ
ス許可を持ちます。
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共有フォルダのアクセス許可
共有フォルダのユーザーロールには、次のアクセス許可が適用されます。

Note

フォルダに適用されるアクセス許可は、そのフォルダ内のサブフォルダやファイルにも適用され
ます。

• 表示 — 共有フォルダの内容を表示します。
• サブフォルダの表示 — サブフォルダを表示します。
• 共有の表示 — フォルダを共有している他のユーザーを表示します。
• フォルダのダウンロード — フォルダをダウンロードします。
• サブフォルダの追加 — サブフォルダを追加します。
• 共有 — 最上位フォルダを他のユーザーと共有します。
• 共有の取り消し — 最上位フォルダの共有を取り消します。
• サブフォルダの削除 — サブフォルダを削除します。
• 最上位フォルダの削除 — 最上位共有フォルダを削除します。

  表示 サブ
フォ

ルダー
を表示

共有
の表示

ダウ
ンロー
ドフォ
ルダー

サブ
フォ
ルダ

を追加

共有 共有
を取

り消す

サブ
フォ
ルダ

を削除

最上
位フォ
ルダ

の削除

フォル
ダ所有
者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

フォル
ダ共同
所有者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

フォル
ダ投稿
者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓        

フォル
ダー
ビュー
ア

✓ ✓ ✓ ✓          

共有フォルダー内のファイルの権限
共有フォルダ内のファイルのユーザーロールには、次のアクセス許可が適用されます。

• 注釈 —ファイルにフィードバックを追加します。
• 削除 — 共有フォルダのファイルを削除します。
• 名前の変更 — ファイルの名前を変更します。
• アップロード — ファイルの新しいバージョンをアップロードします。
• ダウンロード — ファイルをダウンロードします。これがデフォルトのアクセス許可です。ファイルのプ

ロパティを使用して、共有ファイルのダウンロードを許可または拒否することができます。
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• ダウンロードの阻止 — ファイルをダウンロードさせないようにします。

Note

• このオプションを選択しても、閲覧権限を持つユーザーは引き続きファイルをダウンロード
できます。これを防ぐには、共有フォルダーを開き、それらのユーザーにダウンロードさせ
たくない各ファイルの [ダウンロードを許可] 設定をクリアします。

• MP4 ファイルの所有者または共同所有者がそのファイルのダウンロードを拒否すると、寄
稿者および閲覧者は Amazon WorkDocs ウェブクライアントでそのファイルを再生できませ
ん。

• 共有 — 他のユーザーとファイルを共有します。
• 共有の取り消し — ファイルの共有を取り消します。
• 表示 — 共有フォルダのファイルを表示します。
• 共有の表示 — ファイルを共有している他のユーザーを表示します。
• 注釈の表示 — 他のユーザーからのフィードバックを表示します。
• アクティビティの表示 — ファイルのアクティビティ履歴を表示します。
• ファイルの以前のバージョン — ファイルの以前のバージョンを表示します。
• ファイルのバージョン — ファイルの 1 つ以上のバージョンを削除します。
• バージョンを復元 — 削除したファイルの 1 つまたは複数のバージョンを復元します。
• プライベートコメントをすべて表示 — 所有者/共同所有者は、コメントへの返信ではなくても、ドキュ

メントのすべてのプライベートコメントを見ることができます。

  注
釈

Delete[Rename] 
(名
前
の
変
更)

アッ
プ

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド
を
禁
止

共
有

共
有
を
取
り
消
す

表
示

共
有
の
表
示

注
釈
の
表
示

ア
ク

ティ
ビ

ティ
の
表
示

バー
ジョ
ン
を
表
示

バー
ジョ
ン
を
削
除
す
る

復
旧

プ
ラ
イ

ベー
ト
コ
メ
ン
ト
を
す
べ
て
表
示**

ファ
イ
ル
所
有
者*

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

フォ
ル
ダ
所
有
者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

フォ
ル

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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共有フォルダーにないファイルの権限

  注
釈

Delete[Rename] 
(名
前
の
変
更)

アッ
プ

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド
を
禁
止

共
有

共
有
を
取
り
消
す

表
示

共
有
の
表
示

注
釈
の
表
示

ア
ク

ティ
ビ

ティ
の
表
示

バー
ジョ
ン
を
表
示

バー
ジョ
ン
を
削
除
す
る

復
旧

プ
ラ
イ

ベー
ト
コ
メ
ン
ト
を
す
べ
て
表
示**

ダ
共
同
所
有
者

フォ
ル
ダ
投
稿
者

✓     ✓ ✓       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

フォ
ル
ダー
ビュー
ア

        ✓       ✓ ✓            

匿
名
視
聴
者

                ✓ ✓            

*この場合、ファイルの所有者は、共有されたフォルダにファイルの元のバージョンをアップロードした
ユーザーです。このロールのアクセス許可は、共有フォルダのすべてのファイルではなく、所有された
ファイルのみに適用されます。

**ファイルの所有者/共同所有者はすべてのプライベートコメントを見ることができます。寄稿者が見るこ
とができるプライベートコメントは、それが自分のコメントへの応答である場合に限られます。

共有フォルダーにないファイルの権限
共有フォルダに存在しないファイルのユーザーロールには、次のアクセス許可が適用されます。

• 注釈 —ファイルにフィードバックを追加します。
• 削除 — ファイルを削除します。
• 名前の変更 — ファイルの名前を変更します。
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• アップロード — ファイルの新しいバージョンをアップロードします。
• ダウンロード — ファイルをダウンロードします。これがデフォルトのアクセス許可です。ファイルのプ

ロパティを使用して、共有ファイルのダウンロードを許可または拒否することができます。
• ダウンロードの阻止 — ファイルをダウンロードさせないようにします。

Note

MP4 ファイルの所有者または共同所有者がそのファイルのダウンロードを拒否すると、寄稿者
および閲覧者は Amazon WorkDocs ウェブクライアントでそのファイルを再生できません。

• 共有 — 他のユーザーとファイルを共有します。
• 共有の取り消し — ファイルの共有を取り消します。
• 表示 — ファイルを表示します。
• 共有の表示 — ファイルを共有している他のユーザーを表示します。
• 注釈の表示 — 他のユーザーからのフィードバックを表示します。
• アクティビティの表示 — ファイルのアクティビティ履歴を表示します。
• ファイルの以前のバージョン — ファイルの以前のバージョンを表示します。
• ファイルのバージョン — ファイルの 1 つ以上のバージョンを削除します。
• バージョンを復元 — 削除したファイルの 1 つまたは複数のバージョンを復元します。

  注釈 Delete[Rename] 
(名
前
の
変
更)

アッ
プ

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド

ダ
ウ
ン

ロー
ド
を

禁止

共有 共
有
を
取
り

消す

表示 共
有
の

表示

注
釈
の

表示

ア
ク

ティ
ビ

ティ
の

表示

バー
ジョ
ン
を

表示

バー
ジョ
ン
を
削
除

する

復旧

所有
者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

共同
所有
者

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

[Contributor]
(寄
稿
者)

✓     ✓ ✓       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

[Viewer]
(表
示
者)

        ✓       ✓ ✓          

匿名
視聴
者

                ✓ ✓          

共同編集の有効化
共同編集オプションを有効にするには、管理者コントロールパネルの「オンライン編集設定」セクション
を使用します。
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目次
• ハンコムを有効にする ThinkFree (p. 47)
• [Office Online で開く] の有効化 (p. 47)

ハンコムを有効にする ThinkFree
Amazon WorkDocs サイトで Hancom ThinkFree を有効にすると、ユーザーは Amazon WorkDocs ウェブ
アプリケーションから Microsoft Office ファイルを作成して、共同で編集することができます。詳細につい
ては、「Hancom で編集する)」をご参照ください ThinkFree。

Hancom ThinkFree は、Amazon WorkDocs ユーザーであれば、追加料金なしで利用することができます。
追加のライセンスやソフトウェアのインストールは必要はありません。

ハンコムを有効にするには ThinkFree

管理者コントロールパネルから Hancom ThinkFree 編集を有効にします。

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Hancom Online Editing] (Hancom オンライン編集) の [Change] (変更) を選択します。
3. [Enable Hancom Online Editing Feature] (Hancom オンライン編集機能の有効化) を選択し、利用規約

を確認して、 [Save] (保存) を選択します。

ハンコムを無効にするには ThinkFree

管理者コントロールパネルから Hancom ThinkFree 編集を無効にします。

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Hancom Online Editing] (Hancom オンライン編集) の [Change] (変更) を選択します。
3. [Enable Hancom Online Editing Feature] (Hancom オンライン編集機能の有効化) チェックボックスを

オフにし、[Save] (保存) を選択します。

[Office Online で開く] の有効化
Amazon WorkDocs サイトの [Office オンラインで開く] を有効にすると、ユーザーは Amazon WorkDocs 
ウェブアプリケーションから Microsoft Office ファイルを共同で編集できます。

Open with Office Online (Office オンラインで開く) は、Office Online で編集するためのライセンス
を持ち、Microsoft Office 365 Work (ワーク) または School (スクール) アカウントも所有している 
Amazon WorkDocs のユーザーは、追加料金なしで利用できます。詳細については、「Open with Office 
Online」(Office Online で開く) をご参照ください。

[Office Online で開く] を有効にするには

[Admin control panel] (管理コントロールパネル) から、[Office Online で開く] を有効にします。

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Office Online] (オフィスオンライン) で、[変更] (Change) を選択します。
3. [Enable Office Online] (Office Online の有効化) を選択し、[Save] (保存) を選択します。
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[Office Online で開く] の有効化

[Office Online で開く] を無効にするには

[Admin control panel (管理コントロールパネル)] から、[Office Online で開く] を無効にします。

1. [My Account] (自分のアカウント) で、[Open admin control panel] (管理コントロールパネルを開く) を
選択します。

2. [Office Online] (オフィスオンライン) で、[Change] (変更) を選択します。
3. [Enable Office Online] (Office Online の有効化) チェックボックスをオフにし、[Save] (保存) を選択し

ます。
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ステップ 1: 移行のためのコンテンツの準備

ファイルをAmazon に移行する 
WorkDocs

Amazon WorkDocs の管理者は、Amazon WorkDocs Migration Service を使用して、Amazon WorkDocs サ
イトに複数のファイルやフォルダーの大規模な移行を行うことができます。Amazon WorkDocs Migration 
Service は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と連携しています。これにより、部門のファイ
ル共有およびホームドライブやユーザーファイルの共有を Amazon WorkDocs に移行できます。

このプロセス中に、Amazon WorkDocs はAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを提供し
ます。このポリシーを使用して、Amazon WorkDocs Migration Service へのアクセス権を付与する新しい 
IAM ロールを作成し、以下を行います。

• 指定した Amazon S3 バケットを読み取り、リストアップします。
• 指定した Amazon WorkDocs サイトの読み取りおよび書き込み。

以下のタスクを終了して、ファイルとフォルダーを Amazon WorkDocs に移行します。作業を開始する前
に、以下のアクセス権限が設定されていることを確認してください。

• Amazon WorkDocs サイトの管理者権限
• IAM ロールを作成するためのアクセス権限

Amazon WorkDocs WorkSpaces サイトがフリートと同じディレクトリにセットアップされている場合
は、これらの要件に従う必要があります。

• Amazon WorkDocs アカウントユーザー名に Admin (管理者) を使用しないでください。Admin (管理者) 
は Amazon WorkDocs で予約されたユーザーロールです。

• Amazon WorkDocs 管理者ユーザータイプは、Upgraded WS User (アップグレードされた WS ユーザー) 
の必要があります。詳細については、ユーザーロールの概要 (p. 34) および ユーザーの編集 (p. 38) を参
照してください。

Note

Amazon に移行する場合にディレクトリ構造、ファイル名、ファイル内容は保存されます 
WorkDocs。ファイルの所有者とアクセス権限は維持されません。

タスク
• ステップ 1: 移行のためのコンテンツの準備 (p. 49)
• ステップ 2： Amazon S3 にファイルをアップロードする (p. 50)
• ステップ 3: 移行のスケジューリング (p. 50)
• ステップ 4: 移行を追跡する (p. 52)
• ステップ 5: リソースをクリーンアップする (p. 52)

ステップ 1: 移行のためのコンテンツの準備
コンテンツを移行準備するには

1. Amazon WorkDocs サイトの、[My Documents] (マイドキュメント) で、ファイルとフォルダの移行先
のフォルダを作成します。
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ステップ 2： Amazon S3 にファイルをアップロードする

2. 次の点を確認します。

• ソースフォルダーに含まれるファイルとサブフォルダーは 100,000 個までです。この制限を超える
と、移行は失敗します。

• 個々のファイルが 5 TB を超えることはありません。
• 各ファイル名は 255 文字以下です。Amazon WorkDocs Drive は、フルディレクトリパスが 260 文

字以下のファイルのみを表示します。

Warning

名前に以下の文字が含まれるファイルやフォルダを移行しようとすると、エラーが発生し、移行
プロセスが停止することがあります。このエラーが発生した場合は、[Download report] (レポート
をダウンロード) を選択して、エラー、移行に失敗したファイル、正常に移行されたファイルがリ
ストされたログをダウンロードします。

• [Trailing spaces] (末尾のスペース)-例:ファイル名の末尾の余分なスペース。
• 最初または最後のピリオド — 例:.file.file.ppt、.、..、、file.

• 先頭または末尾のチルダ — 例:file.doc~、~file.doc、または~$file.doc

• 末尾が次のファイル名.tmp — 例:file.tmp
• 大文字と小文字が区別される次の用語に完全に一致するファイル名 —Microsoft User 
DataOutlook files、Thumbs.db、、またはThumbnails

• *(アスタリスク)、(フォワードスラッシュ)、/ (バックスラッシュ)、\ (バックスラッシュ)、: (小さ
い)、< (より大きい)、> (疑問符)、? (縦棒/パイプ)、|" (二重引用符) のいずれかを含むファイル名、ま
たは\202E(キャラクタコード 202E)

ステップ 2： Amazon S3 にファイルをアップロー
ドする

Amazon S3 にファイルをアップロードするには

1. ファイルとフォルダをアップロードする AWS アカウントに、新しい Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットを作成します。Amazon S3 バケットは Amazon WorkDocs サイト同じAWS
アカウントとAWSリージョンにある必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage 
Service User Guide」(Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド) の「Getting started with 
Amazon Simple Storage Service」(Amazon Simple ストレージサービスを開始する) を参照してくださ
い。

2. 前の手順で作成した Amazon S3 バケットにファイルをアップロードします。AWS DataSyncを使用し
てファイルやフォルダーを Amazon S3 バケットにアップロードすることをお勧めします。 DataSync 
追跡、報告、同期機能を追加で提供します。詳細については、AWS DataSyncユーザーガイドの
「AWS DataSync仕組み」と「アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) DataSync の使
用」を参照してください。

ステップ 3: 移行のスケジューリング
手順の 1 と 2 を完了したら、Amazon WorkDocs 移行サービスを使用して移行をスケジューリングしま
す。移行サービスでは、移行リクエストを処理し、移行を開始できる旨の E メールが送信されるまでに最
大 1 週間かかる場合があります。E メールを受信する前に移行を開始すると、管理コンソールに待機する
ことを指示するメッセージが表示されます。
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ステップ 3: 移行のスケジューリング

移行をスケジューリングする際に、Amazon WorkDocs ユーザーアカウントの [Storage] (ストレージ) 設定
が自動的に [Unlimited] (無制限) に変更されます。

Note

Amazon WorkDocs ストレージの制限を超えるファイルを移行すると、追加コストが発生する可
能性があります。詳細については、「Amazon WorkDocs の料金」を参照してください。

Amazon WorkDocs 移行サービスは移行のために使用するAWS Identity and Access Management (IAM) ポ
リシーを提供します。このポリシーを使用して、Amazon WorkDocs 移行サービスに、指定する Amazon 
S3 バケットおよび Amazon WorkDocs サイトへのアクセス権限を付与する新しい IAM ロールを作成しま
す。また、Amazon SNS メール通知をサブスクライブして、移行リクエストがスケジューリングされたと
き、およびそれが開始および終了されたときに更新を受信します。

移行をスケジューリングするには

1. Amazon WorkDocs コンソールから、[アプリ]、[移行] を選択します。

• Amazon WorkDocs Migration Service に初めてアクセスする場合は、Amazon SNS E メール通知
をサブスクライブするように指示されます。サブスクライブし、受信したメールメッセージで確
定してから、[Continue] (続行) を選択します。

2. 次に、[Create Migration (移行を作成)] を選択します。
3. [Source Type (ソースタイプ)] で、[Amazon S3] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [Data Source & Validation] (データソースと検証) の [Sample Policy] (サンプルポリシー) で、提供され

ている IAM ポリシーをコピーします。
6. 前の手順でコピーした IAM ポリシーを使用して、以下のような新しい IAM ポリシーとロールを作成

します。

a. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
b. [ポリシー]、[ポリシーの作成] を選択します。
c. [JSON] を選択し、前にクリップボードにコピーしておいたポリシーを貼り付けます。
d. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。ポリシーの名前と説明を入力します。
e. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
f. [ロール]、[ロールの作成] を選択します。
g. [別の AWS アカウント] を選択します。[アカウント ID] に、次のいずれかを入力します。

• 米国西部 (バージニア北部) リージョンの場合は、899282061130 を入力します
• 米国西部 (オレゴン) リージョンの場合は、814301586344 を入力します
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョンの場合は、900469912330 を入力します
• アジアパシフィック (シドニー) リージョンの場合は、031131923584 を入力します
• アジアパシフィック (東京) リージョンの場合は、178752524102 を入力します
• 欧州 (アイルランド) リージョンの場合は、191921258524 を入力します

h. 作成した新しいポリシーを選択し、[Next: Review] (次へ: 確認) を選択します。新しいポリシーが
表示されない場合は、最新表示アイコンを選択します。

i. ロール名と説明を入力します。[Create role] (ロールの作成) を選択します。
j. [Roles] (ロール) ページの [Role name] (ロール名) で、作成したロール名を選択します。
k. [Summary] (概要) ページで、[Maximum CLI/API session duration] (CLI/API セッションの最大持続

時間) を 12 時間に変更します。
l. [Role ARN] (ロール ARN) をクリップボードにコピーします。これは次のステップで使用します。

7. Amazon WorkDocs 移行サービスに戻ってください。[Data Source & Validation] (データソースと検証) 
の [Role ARN] (ロール ARN) で、前の手順でコピーした IAM ロールからのロール ARN を貼り付けま
す。
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ステップ 4: 移行を追跡する

8. [Bucket] (バケット) では、ファイルの移行元の Amazon S3 バケットを選択します。
9. [Next] (次へ) を選択します。
10. [Select a destination WorkDocs Folder] (宛先 Folder) では、ファイルの移行先になる Amazon 

WorkDocs の宛先フォルダを選択します。
11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Review] (確認) の [Title] (タイトル) に、この移行の名前を入力します。
13. 移行の日付と時刻を選択します。
14. [Send] (送信) を選択します。

ステップ 4: 移行を追跡する
Amazon 移行サービスのランディングページから、 WorkDocs 移行を追跡できます。Amazon WorkDocs 
サイトからランディングページにアクセスするには、[アプリ]、[移行] を選択します。詳細を表示し進捗状
況を追跡する移行を選択します。移行をキャンセルする必要がある場合は [Cancel Migration (移行をキャ
ンセル)] を選択できます。また、移行のタイムラインを更新するには [Update (更新)] を選択します。移行
が完了した後は、[Download report (レポートをダウンロード)] を選択して、正常に移行されたファイル、
失敗したもの、エラーのログをダウンロードできます。

次のような移行の状態で移行のステータスを表します。

予定

移行がスケジューリングされていますがまだ開始されていません。予定された開始時刻の 5 分前まで
であれば、移行をキャンセルしたり、移行の開始時間を更新したりできます。

移行中

移行が進行中です。
成功

移行が完了しました。
一部成功

移行が一部成功しました。詳細については、移行の概要を表示し、提供されているレポートをダウン
ロードします。

[Failed] (失敗)

移行に失敗しました。詳細については、移行の概要を表示し、提供されているレポートをダウンロー
ドします。

キャンセル

移行がキャンセルされました。

ステップ 5: リソースをクリーンアップする
移行が完了したら、IAM コンソールから作成した移行ポリシーとロールを削除します。

IAM ポリシーとロールを削除するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. 作成したロールを検索し、選択します。
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ステップ 5: リソースをクリーンアップする

4. [ポリシーアクション] で、[削除] を選択します。
5. [Delete] (削除) を選択します。
6. [ロール] を選択します。
7. 作成したロールを検索し、選択します。
8. [ロールの削除]、[削除] を選択します。

スケジューリングされた移行が開始される際に、Amazon WorkDocs ユーザーアカウントの [Storage] (ス
トレージ) 設定が自動的に [Unlimited] (ストレージ) に変更されます。移行後は、管理コントロールパネ
ルからユーザーアカウントを編集して、[Storage] (ストレージ) 設定を変更できます。詳細については、
「ユーザーの編集 (p. 38)」を参照してください。
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WorkDocs 特定のサイトAWSリージョン

Amazon のトラブルシューティング 
WorkDocs問題点

以下の情報は、Amazon の問題のトラブルシューティングそ促進します WorkDocs。

問題点
• 自分の Amazon を設定できません WorkDocs 特定のサイトAWSリージョン (p. 54)
• Amazon のセットアップをしたい WorkDocs 既存の Amazon VPC のサイト (p. 54)
• ユーザーがパスワードをリセットする必要がある (p. 54)
• ユーザーが誤って機密文書を共有した (p. 54)
• ユーザーが組織を退職し、ドキュメントの所有権を委譲しなかった (p. 55)
• Amazon をデプロイする必要がある WorkDocs Drive or Amazon WorkDocs 複数ユーザーとの同伴

者 (p. 55)
• オンライン編集が機能していない (p. 27)

自分の Amazon を設定できません WorkDocs 特定
のサイトAWSリージョン

新しい Amazon を設定する場合 WorkDocs サイトで、セットアップ中に AWS リージョンを選択します。
詳細については、「Amazon の開始方法 WorkDocs (p. 20)」で特定のユースケースのチュートリアルをご
参照ください。

Amazon のセットアップをしたい WorkDocs 既存の 
Amazon VPC のサイト

新しい Amazon をセットアップするとき WorkDocs サイトで、既存のVirtual Private Cloud (VPC) を使用
してディレクトリを作成します。アマゾン WorkDocs は、このディレクトリを使用してユーザーを確認し
ます。

ユーザーがパスワードをリセットする必要がある
ユーザーはサインイン画面で [Forgot password?] ( パスワードをお忘れですか?) を選択すれば、パスワー
ドをリセットできます。

ユーザーが誤って機密文書を共有した
ドキュメントへのアクセスを取り消すには、ドキュメントの横にある [Share by invite] (招待により共有) 
を選択し、アクセスできなくなるユーザーを削除します。リンクを使用してドキュメントを共有した場合
は、[Share a link] (リンクの共有) を選択してリンクを無効にします。
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ユーザーが組織を退職し、ドキュ
メントの所有権を委譲しなかった

ユーザーが組織を退職し、ドキュメントの所有権を
委譲しなかった

管理コントロールパネルで、ドキュメントの所有権を別のユーザーに委譲します。詳細については、「ド
キュメントの所有権の委譲 (p. 39)」を参照してください。

Amazon をデプロイする必要がある WorkDocs 
Drive or Amazon WorkDocs 複数ユーザーとの同伴
者

グループポリシーを使用して企業内の複数のユーザーにデプロイします。詳細については、「Amazon の 
Identity and Access Management WorkDocs (p. 4)」を参照してください。Amazon のデプロイに関する
具体的な情報について WorkDocs 複数ユーザーへのドライブについては、を参照してくださいAmazon 
WorkDocs ドライブを複数のコンピュータ展開する (p. 33)。

オンライン編集が機能していない
Amazon のアカウントを確認する WorkDocs コンパニオンがインストールされています。Amazon をイン
ストールするには WorkDocs コンパニオン、「」Amazon 向けアプリとインテグレーション WorkDocs。
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Amazon Business 用の Amazon 
WorkDocs の管理

Amazon WorkDocs for Amazon Business の管理者の場合は、 Amazon ビジネス認証情報を使用して
https://workdocs.aws/ にサインインすることでユーザーを管理できます。

新しいユーザーを Amazon WorkDocs for Amazon Business に招待するには

1. https://workdocs.aws/ で Amazon Business 認証情報を使用してサインインします。
2. Amazon WorkDocs for Amazon Business のホームページで、左側のナビゲーションペインを開きま

す。
3. [Admin Settings(管理者設定)] を選択します。
4. [Add people(ユーザーを追加)] を選択します。
5. [Recipients(受取人)] に、招待するユーザーのメールアドレスまたはユーザー名を入力します。
6. (オプション) 招待メッセージをカスタマイズします。
7. [Done(完了)] を選択します。

Amazon WorkDocs for Amazon Business でユーザーを検索するには

1. https://workdocs.aws/ で Amazon Business 認証情報を使用してサインインします。
2. Amazon WorkDocs for Amazon Business のホームページで、左側のナビゲーションペインを開きま

す。
3. [Admin Settings(管理者設定)] を選択します。
4. [Search users(ユーザー検索)] で、ユーザーの名を入力し、Enter を押します。

Amazon WorkDocs for Amazon Business でユーザーロールを選択するには

1. https://workdocs.aws/ で Amazon Business 認証情報を使用してサインインします。
2. Amazon WorkDocs for Amazon Business のホームページで、左側のナビゲーションペインを開きま

す。
3. [Admin Settings(管理者設定)] を選択します。
4. [People(人員)] で、ユーザーの横にある [Role(ロール)] を選択して、ユーザーに割り当てます。

Amazon WorkDocs for Amazon Business でユーザーを削除するには

1. https://workdocs.aws/ で Amazon Business 認証情報を使用してサインインします。
2. Amazon WorkDocs for Amazon Business のホームページで、左側のナビゲーションペインを開きま

す。
3. [Admin Settings(管理者設定)] を選択します。
4. [People(人員)] の下で、省略記号 (...) を選択します。
5. [Delete(削除)] を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、ユーザのファイルの転送先となる新しいユーザを入力し、[Delete(削除)] 

を選択します。
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許可リストに追加する IP アドレスと
ドメイン

Amazon にアクセスするデバイスに IP フィルタリングを実装する場合 WorkDocsで、次の IP アドレスと
ドメインを許可リストに追加します。そうすることで Amazon が有効になります WorkDocs とアマゾン 
WorkDocs に接続するドライブ WorkDocs のサービス。

• zocalo.ap-northeast-1.amazonaws.com
• zocalo.ap-southeast-2.amazonaws.com
• zocalo.eu-west-1.amazonaws.com
• zocalo.eu-central-1.amazonaws.com
• zocalo.us-east-1.amazonaws.com
• ゾカロ。us-gov-west-1.amazonaws.com
• zocalo.us-west-2.amazonaws.com
• awsapps.com
• amazonaws.com
• cloudfront.net
• aws.amazon.com
• amazonworkdocs.com
• console.aws.amazon.com
• cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com
• firehose.us-east-1.amazonaws.com

IP アドレス範囲を使用する場合は、を参照してください。AWSIP アドレスの範囲()AWS全般のサービ
ス。
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ドキュメント履歴
以下の表は、「Amazon WorkDocs 管理ガイド」の 2018 年 2 月以降の重要な変更点をまとめたもので
す。このドキュメントの更新に関するお知らせをするために、RSSフィードをサブスクライブすることが
できます。

変更 説明 日付

新しいファイル所有者権
限 (p. 58)

管理者は、バージョンの削除と
バージョンの回復の権限を提供で
きるようになりました。権限は
DeleteDocumentVersionAPI のリ
リースの一部です。

2022 年 7 月 29 日

WorkDocs アマゾン
Backup (p. 58)

コンポーネントがサポートさ
れなくなったため、Amazon 
WorkDocs Backup ドキュメント
を Amazon WorkDocs 管理ガイ
ドから削除しました。

2021 年 6 月 24 日

WorkDocs アマゾンビジネス向
けアマゾンの管理 (p. 58)

Amazon WorkDocs ビジネスは、
管理者によるユーザー管理をサ
ポートします。詳細について
は、Amazon WorkDocs 管理ガ
イドの Amazon WorkDocs ビジ
ネスでの Amazon Amazon for 
Amazon Migration Service を参照
してください。

2020 年 3 月 26 日

Amazon へのファイルの移行 
WorkDocs (p. 58)

Amazon WorkDocs の管理者
は、Amazon WorkDocs Migration 
Service を使用して、Amazon 
WorkDocs サイトに複数のファ
イルやフォルダーの大規模な移
行を行うことができます。詳細
については、Amazon  WorkDocs 
WorkDocs 管理ガイドの Amazon 
へのファイルの移行を参照してく
ださい。

2019 年 8 月 8 日

[IP allow list] (IP 許可リスト) の
設定 (p. 58)

IP 許可リストの設定で
は、Amazon WorkDocs サイトへ
のアクセスをIPアドレス範囲で
フィルタリングできます。詳細
については、Amazon  WorkDocs 
管理ガイドの「IP 許可リスト設
定」を参照してください。

2018 年 10 月 22 日

ハンコム ThinkFree (p. 58) Hancom ThinkFree をお使
いいただけます。ユーザー
は、Amazon WorkDocs ウェブア
プリケーションからの Microsoft 
Office ファイルを作成し、共
同で編集することができま

2018 年 6 月 21 日
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す。詳細については、Amazon 
ThinkFree WorkDocs 管理ガイド
の「Hancom を有効にする」を参
照してください。

[Open with Office 
Online] (p. 58) (Office Online 
で開く)

[Open with Office で開く] が使
用可能になりました。ユーザー
は、Amazon WorkDocs ウェブア
プリケーションからの Microsoft 
Office ファイルを共同で編集する
ことができます。詳細について
は、Amazon WorkDocs 管理ガイ
ドの Office Online で開くを有効
にするを参照してください。

2018 年 6 月 6 日

[Troubleshooting] (p. 58) (トラ
ブルシューティング)

トピックのトラブルシューティン
グを追加しました。詳細について
は、Amazon WorkDocs 管理ガイ
ドの「Amazon WorkDocs の問題
のトラブルシューティング」を参
照してください。

2018 年 5 月 23 日

リカバリービンの保存期間を変
更 (p. 58)

リカバリ用ごみ箱の保持期間を変
更できるようになりました。詳細
については、Amazon  WorkDocs 
管理ガイドの回復ビンの保存設定
を参照してください。

2018 年 2 月 27 日
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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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