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アマゾン WorkMail のシステム要件

Amazon WorkMail とは
アマゾン WorkMail はセキュリティに優れたマネージド型の企業向け E メールおよびカレンダーサービス
であり、デスクトップとモバイルの既存の E メールクライアントに対応しています。アマゾン WorkMail
ユーザーは、Microsoft Outlook やウェブブラウザ、iOS および Android ネイティブの E メールアプリ
ケーションを使用して、E メール、連絡先、カレンダーにアクセスできます。Amazonと統合できます
WorkMail は、既存の社内ディレクトリを使用しており、データの暗号化用キーと保存場所の両方の管理が
可能です。
サポートされている AWS リージョンとエンドポイントのリストについては、AWS のリージョンとエンド
ポイントを参照してください。
トピック
• アマゾン WorkMail のシステム要件 (p. 1)
• アマゾン WorkMail コンセプト (p. 1)
• AWS の関連サービス (p. 2)
• アマゾン WorkMail 価格 (p. 3)
• アマゾン WorkMail リソース (p. 3)

アマゾン WorkMail のシステム要件
アマゾン WorkMail は、Exchange ActiveSync プロトコルをサポートするすべての主要なモバイルデバ
イスおよびオペレーティングシステムで動作します。サポートされているモバイルプラットフォームに
は、iOS、Android、Windows Phone などがあります。macOS のユーザーは自分の Amazon を追加できる
WorkMail アカウントは、メール、カレンダー、連絡先アプリにあります。
有効な Microsoft Outlook ライセンスがある場合は、Amazon にアクセスできます。 WorkMail 以下のバー
ジョンの Microsoft Outlook を使用します。
• Outlook 2007、Outlook 2010、Outlook 2013、Outlook 2016、Outlook 2019
• Outlook 2010 および Outlook 2013 Click-to-Run
• Outlook for Mac 2011、Mac 用 Outlook 2016、および Mac 用 Outlook 2019
アマゾン WorkMail ウェブアプリケーションは https://でアクセスされます#####.awsapps.com/mail。
アマゾン WorkMail は IMAP クライアントでも使用できます。詳細については、次を参照してくださ
い。Amazon WorkMail の E メールクライアントの設定のアマゾン WorkMail ユーザーガイド。

アマゾン WorkMail コンセプト
Amazon WorkMail を理解し使用するために重要な用語と概念を、以下に示します。
組織
Amazon WorkMail のテナントのセットアップ
エイリアス
組織を識別するグローバルに一意の名前。エイリアスを使用して Amazon にアクセスします。
WorkMail ウェブアプリケーション (https://#####.awsapps.com/mail）。
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ドメイン
の後に付くウェブアドレス@E メールアドレスにある記号。E メールを受信して組織のメールボック
スに配信するドメインを追加できます。
メールドメインをテストする
セットアップ中にドメインが自動的に設定され、Amazon WorkMail のテストに使用できます。テス
トメールドメインは#####.awsapps.com であり、独自のドメインを設定しない場合はデフォルトド
メインとして使用されます。テストメールドメインには、さまざまな制限があります。詳細について
は、「アマゾン WorkMail クォータ (p. 62)」を参照してください。
ディレクトリ
AnAWSSimple AD、AWSで作成された Managed AD または AD ConnectorAWS Directory
Service。Amazon を使用して組織を作成する場合 WorkMail クイックセットアップ、我々は作成する
WorkMail あなたのためのディレクトリ。を表示することはできません WorkMail のディレクトリAWS
Directory Service。
ユーザー (User)
AWS Directory Service で作成されたユーザー。ユーザーが Amazon WorkMail で有効になると、
アクセスする独自のメールボックスを受け取ります。ユーザーが無効になっている場合、Amazon
WorkMail にアクセスすることはできません。
[Group] (グループ)
AWS Directory Service で使用されるグループ。Amazon WorkMail の配布リストまたはセキュリティ
グループとして使用可能なグループ。グループには独自のメールボックスはありません。
リソース
リソースは、会議室または設備などの Amazon WorkMail のユーザーが予約できるリソースを表しま
す。
モバイルデバイスポリシー
モバイルデバイスのセキュリティの機能と動作を制御するさまざまな IT ポリシールール。

AWS の関連サービス
Amazon WorkMail と一緒に使用されるサービスは以下のとおりです。
• AWS Directory Service—Amazon と統合できます WorkMail 既存のAWSSimple AD、AWSマネージド
AD、または AD Connector。内にディレクトリを作成します。AWS Directory ServiceAmazonを有効に
して WorkMail このディレクトリ用。この統合を設定したら、Amazon を有効にするユーザーを選択し
ます。 WorkMail 既存のディレクトリにあるユーザーのリストから、ユーザーは既存の Active Directory
認証情報を使用してログインできます。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドを参照して
ください。
• Amazon Simple Email Service—アマゾン WorkMail は Amazon SES を使用してすべての送信 E メール
を送信します。テストメールのドメインとお客様のドメインは、Amazon SES コンソールで管理でき
ます。Amazon WorkMail からの送信メールに対して料金は発生しません。詳細については、Amazon
Simple Email Service デベロッパーガイドを参照してください。
• AWS Identity and Access Management — AWS Management Console ではユーザー名とパスワードが要
求されます。これでリソースへのアクセス許可があるかどうかをサービスが判断できます。にアクセス
するために AWS アカウントの認証情報を使用しないことをお勧めします。AWSなぜならAWSアカウン
トの認証情報は、いかなる方法でも取り消したり、制限したりすることはできません。代わりに、IAM
ユーザーを作成し、管理アクセス権限のある IAM グループにそのユーザーを追加することをお勧めしま
す。その結果、IAM ユーザーの認証情報を使用してコンソールにアクセスすることになります。
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AWS にサインアップしたけれど、自身の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソール
を使用して作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの個々の IAM ユーザーを作成するを参
照してください。
• AWS Key Management Service—アマゾン WorkMail はと統合されていますAWS KMS顧客データの暗
号化用。キーの管理は、AWS KMS コンソールから行うことができます。詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの AWS Key Management Service とはを参照してください。

アマゾン WorkMail 価格
Amazon WorkMail 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に対してのみ
料金が発生します。料金の詳細については、料金表を参照してください。

アマゾン WorkMail リソース
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• [Classes & Workshops] (クラスとワークショップ) － AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得られる、
ジョブ別の特別コースとセルフペースラボへのリンクです。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• AWS ホワイトペーパー - アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター - AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービス状態ステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへのリ
ンクも含まれています。
• [AWS Support] - AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド上のアプリケーショ
ンの構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能しま
す。
• [Contact Us] (お問い合わせ) - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関
するお問い合わせの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 - 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。
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AWS アカウント とルートユーザー認証情報を取得する

前提条件
Amazonとして行動するにはWorkMail管理者、AWS アカウントが必要です。まだ AWS にサインアップし
ていない場合は、次のタスクを行い、セットアップを終了します。
トピック
• AWS アカウント とルートユーザー認証情報を取得する (p. 4)
• AWS Identity and Access Management ユーザーおよびグループを作成する (p. 4)

AWS アカウント とルートユーザー認証情報を取得
する
AWS にアクセスするには、AWS アカウント にサインアップする必要があります。

AWS アカウント にサインアップする
1.
2.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて確認コードを
入力することが求められます。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (マイアカウント) 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。

AWS Identity and Access Management ユーザーお
よびグループを作成する
AWS Management Console ではユーザーネームとパスワードが要求されます。これでリソースへのアクセ
ス許可があるかどうかをサービスが判断できます。ベストプラクティスとして、AWS Identity and Access
Management(IAM) を使用して IAM ユーザーを作成し、このユーザーを管理権限のある IAM グループに
追加します。これにより、IAM ユーザーの認証情報を使用してコンソールにアクセスできるようになりま
す。詳細については、「」を参照してください。最初の IAM 管理者のユーザーおよびユーザーグループの
作成のIAM ユーザーガイド。

Important
ルートアカウントの認証情報を使用してアクセスすることは推奨されません。AWSこのような認
証情報は、どのような方法でも許可を取り消したり、制限したりすることができないためです。

IAM ユーザーに Amazon のアクセス許可を付与する
WorkMail
デフォルトでは、IAM ユーザーには Amazon を管理するアクセス権限がありません。WorkMailリ
ソースの使用料金を見積もることができます。AWS 管理ポリシーをアタッチする必要があります
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(AmazonWorkMailFullへのアクセスまたはAmazonWorkMailReadOnlyAccess) または、IAM ユーザーにそ
のようなアクセス許可を明示的に付与するカスタマー管理ポリシーを作成します。そのため、そのよう
なアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。詳細について
は、Amazon Identity and Access ess ess WorkMail (p. 13)を参照してください。
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Amazon のセキュリティ WorkMail
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の詳細については
WorkMail、「」を参照してくださいAWSコンプライアンスプログラムによる対象サービス。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、Amazon を使用する際に共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。
WorkMail。以下のトピックでは、Amazon の設定方法について説明します。 WorkMail セキュリティとコ
ンプライアンス目標を達成するため。また、Amazon のモニタリングや保護に役立つ、他の AWS のサー
ビスの使用方法も説明します。 WorkMail リソースの料金を見積もることができます。
トピック
• Amazon Azon でのデータ保護 WorkMail (p. 6)
• Amazon Identity and Access ess ess WorkMail (p. 13)
• AWSAmazon WorkMail の管理ポリシー (p. 27)
• Amazon WorkMail のサービスリンクロールの使用 (p. 28)
• Amazon でのログ記録とモニタリング WorkMail (p. 30)
• Amazon のコンプライアンス検証 WorkMail (p. 44)
• Amazon の耐障害性 WorkMail (p. 45)
• Amazon Infrastructure WorkMail (p. 45)

Amazon Azon でのデータ保護 WorkMail
-AWS 責任共有モデルAmazon のデータ保護に適用されます WorkMail。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。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど
の自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには Amazon Asana を利用する場
合も含まれます WorkMail またはその他AWSコンソール、API、AWS CLI、またはAWSSDK。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 URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

Amazonはどのように WorkMail 使用するAWS KMS
アマゾン WorkMail すべての Amazon のメールボックスのすべてのメッセージを透過的に暗号化します
WorkMail 組織はメッセージがディスクに書き込まれる前に、ユーザーがメッセージにアクセスする際に透
過的に復号します。暗号化を無効にすることはできません。メッセージを保護する暗号化キーを保護する
ために、Amazon WorkMail はと統合されていますAWS Key Management Service(AWS KMS).
アマゾン WorkMail では、ユーザーが署名または暗号化された E メールを送信できるオプションも用意さ
れています。この暗号化機能は AWS KMS を使用していません。詳細については、「署名または暗号化さ
れた E メールの有効化 (p. 115)」を参照してください。
トピック
• アマゾン WorkMail 暗号化 (p. 7)
• CMK の使用の許可 (p. 10)
• アマゾン WorkMail 暗号化コンテキスト (p. 11)
• Amazon のモニタリング WorkMail とのやり取りAWS KMS (p. 12)

アマゾン WorkMail 暗号化
アマゾンで WorkMailでは、各組織には、組織内のユーザーごとに 1 つずつ、複数のメールボックスを含め
ることができます。E メール、カレンダーの項目などのすべてのメッセージはユーザーのメールボックス
に保存されます。
Amazon のメールボックスの内容を保護するため WorkMail 組織、Amazon WorkMail はメールボックス
内のすべてのメッセージを、ディスクに書き込まれる前に暗号化します。お客様から提供された情報がプ
レーンテキストで保存されることはありません。
各メッセージは、一意のデータ暗号化キーで暗号化されます。メッセージキーは、そのメールボックスで
のみ使用される一意の暗号化キーであるメールボックスキーで保護されています。メールボックスキー
は、組織の AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) で暗号化されるため、AWS KMS が暗号化されな
いまま残されることは決してありません。次の図では、AWS KMS における、暗号化されたメッセージ、
暗号化されたメッセージキー、暗号化されたメールボックスキー、組織の CMK の関係を示しています。
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組織の CMK を設定する
アマゾンを作成するとき WorkMail 組織、選択するオプションがありますAWS KMS組織のカスタマーマス
ターキー (CMK)。この CMK は組織内のすべてのメールボックスキーを保護します。
デフォルトを選択できますAWSマネージド CMK WorkMail、または、お客様が所有および管理する、カ
スタマー管理の CMK を選択することもできます。詳細については、AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイドのカスタマーマスターキー (CMK) を参照してください。各組織に同じ CMK を使用するか
異なる CMK を使用するかを選択できますが、一度選択した CMK を変更することはできません。

Important
アマゾン WorkMail は対称 CMK のみをサポートしています。非対称型 CMK は、使用することが
できません。CMK が対称か非対称かを判断する方法については、AWS Key Management Service
デベロッパーガイドの対称と非対称 CMK の識別を参照してください。
組織の CMK を見つけるには、AWS KMS への呼び出しを記録する AWS CloudTrail ログエントリを使用し
ます。

各メールボックスの一意の暗号化キー
メールボックスを作成すると、Amazon WorkMail はユニークな 256 ビットを生成しますAdvanced
Encryption Standardメールボックスの対称暗号化キー (AES)。メールボックスキー、の外AWS KMS。ア
マゾン WorkMail は、メールボックスキーを使用して、メールボックス内の各メッセージの暗号化キーを
保護します。
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メールボックスの鍵を保護するために、Amazon WorkMail 呼び出しますAWS KMS組織の CMK でメール
ボックスキーを暗号化します。その後、メールボックスのメタデータに暗号化されたメールボックスキー
を保存します。

Note
アマゾン WorkMail は対称メールボックス暗号化キーを使用してメッセージキーを保護します。
以前は Amazon WorkMailは非対称key pair を使用して各メールボックスを保護しました。パブ
リックキーを使用して各メッセージキーを暗号化し、プライベートキーで復号していました。
プライベートメールボックスキーは組織の CMK で保護されていました。古いメールボックスで
は、非対称メールボックスkey pair が使用される場合があります。この変更により、メールボッ
クスやそのメッセージのセキュリティに影響が生じることはありません。

各メッセージの暗号化
ユーザーがメールボックスにメッセージを追加すると、Amazon WorkMail の外部でメッセージに一意の
256 ビット AES 対称暗号化キーを生成しますAWS KMS。このメッセージキーを使用してメッセージを暗
号化します。アマゾン WorkMail は、メールボックスキーの下にメッセージキーを暗号化し、暗号化され
たメッセージキーをメッセージとともに保存します。次に、組織の CMK でメールボックスキーを暗号化
します。

新しいメールボックスの作成
アマゾンのとき WorkMail はメールボックスを作成し、次の手順を使用して、暗号化されたメッセージを
保持するためのメールボックスを準備します。
• アマゾン WorkMail はそのメールボックスの一意の 256 ビット AES 対称暗号化キーを AWS KMS の外
部に生成します。
• アマゾン WorkMail を呼び出しますAWS KMS Encryptオペレーション。メールボックスキーと組織のカ
スタマーマスターキー (CMK) の識別子を渡します。AWS KMS は CMK で暗号化されたメールボックス
キーの暗号化テキストを返します。
• アマゾン WorkMail は暗号化されたメールボックスキーをメールボックスのメタデータとともに保存し
ます。

メールボックスメッセージの暗号化
メッセージを暗号化するために、Amazon WorkMail は次のプロセスを使用します。
1. アマゾン WorkMail はメッセージに一意の 256 ビット AES 対称キーを生成します。プレーンテキスト
のメッセージキーと Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムを使用して、AWS KMS の外部
でメッセージを暗号化します。
2. メールボックスのキーの下にあるメッセージキーを保護するために、Amazon WorkMail は、常に暗号化
された形式で保存されているメールボックスキーを復号する必要があります。
アマゾン WorkMail を呼び出しますAWS KMS Decryptオペレーションを実行し、暗号化されたメール
ボックスキーを渡します。AWS KMSは CMK を使用してメールボックスキーを復号化し、プレーンテ
キストのメールボックスキーを Amazon に返します。 WorkMail。
3. アマゾン WorkMail では、プレーンテキストのメールボックスキーと Advanced Encryption Standard
(AES) アルゴリズムを使用して、の外部でメッセージキーを暗号化しますAWS KMS。
4. アマゾン WorkMail は暗号化されたメッセージキーを暗号化されたメッセージのメタデータに保存し、
復号に利用できるようにします。

メールボックスメッセージの復号
メッセージを復号化するために、Amazon WorkMail は次のプロセスを使用します。
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1. アマゾン WorkMail を呼び出しますAWS KMS Decryptオペレーションを実行し、暗号化されたメール
ボックスキーを渡します。AWS KMSは CMK を使用してメールボックスキーを復号化し、プレーンテ
キストのメールボックスキーを Amazon に返します。 WorkMail。
2. アマゾン WorkMail では、プレーンテキストのメールボックスキーと Advanced Encryption Standard
(AES) アルゴリズムを使用して、の外部で暗号化されたメッセージキーを復号しますAWS KMS。
3. アマゾン WorkMail はプレーンテキストのメッセージキーを使用して、暗号化されたメッセージを復号
します。

メールボックスキーのキャッシュ
パフォーマンスを向上させ、呼び出しを最小限に抑えるにはAWS KMS、アマゾン WorkMail は、各クラ
イアントのプレーンテキストのメールボックスキーを最大 1 分間ローカルにキャッシュします。キャッ
シュ期間の終了時に、メールボックスキーは削除されます。キャッシュ期間中にそのクライアントのメー
ルボックスキーが必要な場合、Amazon WorkMail 呼び出す代わりにキャッシュから取得できますAWS
KMS。メールボックスキーはキャッシュで保護されており、プレーンテキストでディスクに書き込まれる
ことはありません。

CMK の使用の許可
アマゾンのとき WorkMail では、暗号化オペレーションでカスタマーマスターキー (CMK) を使用し、メー
ルボックス管理者の代わりに機能します。
代理として AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) を使用するには、管理者には次のアクセス許可が
必要になります。IAM ポリシーまたはキーポリシーで、これらの必要なアクセス許可を指定できます。
• kms:Encrypt
• kms:Decrypt
• kms:CreateGrant
Amazon からリクエストされた場合のみ CMK の使用を許可するには WorkMail、以下を使用できま
すkms:ViaService条件キーとworkmail.<region>.amazonaws.com価値。
また、暗号化オペレーションに CMK を使用する条件として、暗号化コンテキスト (p. 11)でキーまたは
値を使用することもできます。例えば、IAM またはキーポリシードキュメントで文字列条件演算子を使用
したり、許可で許可制約を使用したりできます。
AWS 管理 CMK のキーポリシー
用キーポリシーAWSマネージド CMK WorkMail Amazon の場合にのみ、指定されたオペレーションで
CMK を使用する権限をユーザーに与えます WorkMail がユーザーの代わりにリクエストを行います。この
キーポリシーでは、ユーザーが CMK を直接使用することは許可されません。
このキーポリシーは、すべての AWS 管理キーと同様に、サービスによって確立されます。キーポリシー
は変更できませんが、いつでも表示できます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッ
パーガイドのキーポリシーの表示を参照してください。
このキーポリシーのポリシーステートメントには次の効果があります
• リクエストが Amazon から送信された場合にのみ、アカウントとリージョンのユーザーが暗号
化オペレーションに CMK を使用し、権限を作成することを許可します WorkMail 彼らに代わっ
て。kms:ViaService 条件キーで、この制限を適用します。
• AWS アカウントが、CMK プロパティを表示し、許可を取り消すことをユーザーに許可する IAM ポリ
シーを作成できるようにします。
以下に示すのは、キーポリシー例です。AWSマネージド CMK WorkMail。
Version 1.0
10

アマゾン WorkMail 管理者ガイド
Amazonはどのように WorkMail 使用するAWS KMS

{

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "auto-workmail-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Allow access through WorkMail for all principals in the account that are
authorized to use WorkMail",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "*"
},
"Action" : [ "kms:Decrypt", "kms:CreateGrant", "kms:ReEncrypt*", "kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"kms:ViaService" : "workmail.us-east-1.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount" : "111122223333"
}
}
}, {
"Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [ "kms:Describe*", "kms:List*", "kms:Get*", "kms:RevokeGrant" ],
"Resource" : "*"
} ]

}

Amazon の認可への権限付与を使用する WorkMail
主要なポリシーに加えて、Amazon WorkMail では、権限を使用して、各組織の CMK にアクセス許可を追
加します。アカウントの CMK の許可を表示するには、ListGrantsオペレーション。
アマゾン WorkMail は権限を使用して、組織の CMK に次のアクセス許可を付与します。
• 追加kms:EncryptAmazon を許可する許可 WorkMail でメールボックスキーを暗号化します。
• 追加kms:DecryptAmazon を許可する許可 WorkMail CMK を使用してメールボックスキーを復号化し
て。アマゾン WorkMail メールボックスのメッセージを読み取るリクエストが、メッセージを読むユー
ザーのセキュリティコンテキストを使用するため、は権限付与でこのアクセス許可を必要とします。リ
クエストは AWS アカウントの認証情報を使用しません。アマゾン WorkMail 組織の CMK を選択したと
きにこの権限を作成します。
助成金を作成するには、Amazon WorkMail 呼び出しますCreateGrant組織を作成したユーザーの代わり
に。権限付与を作成するアクセス許可はキーポリシーから付与されます。このポリシーでは、アカウント
ユーザーが電話をかけることができますCreateGrantAmazon が組織の CMK で WorkMail は承認された
ユーザーの代わりにリクエストを作成します。
また、キーポリシーはアカウントルートが AWS 管理キーで権限付与を解除することを許可します。ただ
し、許可を取り消すと、Amazon WorkMail はメールボックス内の暗号化されたデータを復号できません。

アマゾン WorkMail 暗号化コンテキスト
暗号化コンテキストは、任意のシークレットデータを含まない、一連のキーと値のペアです。データを暗
号化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化され
たデータに暗号化してバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要があ
ります。詳しくは、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Encryption context を参照して
ください。
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アマゾン WorkMail は、すべてで同じ暗号化コンテキストフォーマットを使用しますAWS KMS暗号化オペ
レーション。暗号化コンテキストを使用して、AWS CloudTrail などの監査レコードやログで、暗号化オペ
レーションを確認できます。また、ポリシーと許可で認可の条件として確認することもできます。
その中でEncryptそしてDecryptリクエストAWS KMS、アマゾン WorkMail キーがある暗号化コンテキスト
を使用するaws:workmail:arn値は組織の Amazon リソースネーム (ARN) です。
"aws:workmail:arn":"arn:aws:workmail:region:account ID:organization/organization-ID"

例えば、次の暗号化コンテキストには欧州 (アイルランド) (eu-west-1) リージョンの組織の ARN のサン
プルが含まれています。
"aws:workmail:arn":"arn:aws:workmail:eu-west-1:111122223333:organization/ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56"

Amazon のモニタリング WorkMail とのやり取りAWS KMS
以下を使用できますAWS CloudTrailとアマゾン CloudWatch Amazon からのリクエストを追跡するための
ログ WorkMail 送信先AWS KMSあなたに代わって。

暗号化
メールボックスを作成すると、Amazon WorkMail メールボックスキーを生成して呼び出すAWS KMSで
メールボックスキーを暗号化します。アマゾン WorkMail 送信先EncryptリクエストAWS KMSプレーンテ
キストのメールボックスキーと Amazon の CMK の識別子を使用して WorkMail組織。
Encrypt 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーはAmazon
WorkMail サービス。パラメータには CMK ID が含まれます (keyId) と Amazon の暗号化コンテキス
ト WorkMail 組織。アマゾン WorkMail メールボックスキーも渡しますが、それは記録されていません
CloudTrail ログ。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-02-19T10:01:09Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Encrypt",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"userAgent": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:workmail:arn": "arn:aws:workmail:eu-west-1:111122223333:organization/ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56"
},
"keyId": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
},
"responseElements": null,
"requestID": "76e96b96-7e24-4faf-a2d6-08ded2eaf63c",
"eventID": "d5a59c18-128a-4082-aa5b-729f7734626a",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
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"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"

}

}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "d08e60f1-097e-4a00-b7e9-10bc3872d50c"

Decrypt
メールボックスメッセージを追加、表示、削除すると、Amazon WorkMail 尋ねるAWS KMSメールボック
スの鍵を復号化します。アマゾン WorkMail 送信先DecryptリクエストAWS KMS暗号化されたメールボッ
クスキーと Amazon の CMK の識別子を使用して WorkMail組織。
Decrypt 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーはAmazon
WorkMail サービス。パラメータには (暗号化テキストの blob として) 暗号化メールボックスキーが含まれ
ますが、ログ、および Amazon の暗号化コンテキストには記録されません。 WorkMail 組織。AWS KMS
は、CMK の ID を暗号文から取得します。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-02-20T11:51:10Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"userAgent": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:workmail:arn": "arn:aws:workmail:eu-west-1:111122223333:organization/ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "4a32dda1-34d9-4100-9718-674b8e0782c9",
"eventID": "ea9fd966-98e9-4b7b-b377-6e5a397a71de",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "241e1e5b-ff64-427a-a5b3-7949164d0214"
}

Amazon Identity and Access ess ess WorkMail
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 管理者は誰ができるかをコントロールします認証済み(サイン
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イン) と認可Amazon を使用する (権限を持っている) WorkMail リソースの料金を見積もることができま
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. 14)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 14)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 16)
• Amazonはどのように WorkMail で IAM を使用する (p. 18)
• アマゾン WorkMail アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 21)
• Amazon のトラブルシューティング WorkMail アイデンティティとアクセス (p. 25)

対象者
用途AWS Identity and Access Management(IAM) は、Amazon で行う作業に応じて異なります WorkMail。
サービスユーザー— アマゾンをご利用の場合 WorkMail サービスを使用してジョブを実行する場合は、
管理者が必要なアクセス許可と認証情報を用意します。アマゾンをもっと使うにつれて WorkMail 機能を
実行するには、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
WorkMail、「」を参照してくださいAmazon のトラブルシューティング WorkMail アイデンティティとア
クセス (p. 25)。
サービス管理者— アマゾンを担当している場合 WorkMail 社内のリソース、おそらくAmazonへのフルア
クセスがあります WorkMail。どのAmazonを決めるのはあなたの任務です WorkMail サービスユーザーが
アクセスする必要がある機能およびリソース。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 で IAM を利用する方法の詳細については WorkMail、「」を参照してくださ
いAmazonはどのように WorkMail で IAM を使用する (p. 18)。
IAM 管理者— IAM 管理者は、Amazon 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。 WorkMail。アマゾンの例を見るには WorkMail IAM で使用できる ID ベースのポリ
シー。アマゾン WorkMail アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 21)。

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。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS 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、認証を受ける (AWS アカウント 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
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。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、パスワードとルートユーザーの 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
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエスト
に自分で署名する必要があります。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 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、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。
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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、次を参照してください。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()IAM ユーザーガイド。
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 ID にアクセス許可を割り当てるには、
ロールを作成し、ロールのアクセス許可を定義します。フェデレーティッド ID が認証されると、ID は
ロールに関連付けられ、ロールで定義されているアクセス許可が付与されます。フェデレーションの
ロールについては、を参照してください。サードパーティー ID プロバイダーのロールの作成()IAM ユー
ザーガイド。
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。認証後に ID が何にアクセ
スできるかを制御するために、IAM Identity Center は権限セットを 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、「」を参照してください。アクセス権限セット()AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイド。
• 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アク
セス許可を一時的に 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
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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みなされます。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
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、Amazon のアクション、
リソース、条件キー WorkMail()サービス認証リファレンス。
• 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 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 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 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。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、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。
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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。

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。
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• 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。

Amazonはどのように WorkMail で IAM を使用する
IAM を使用して Amazon へのアクセスを管理する前に WorkMailでは、Amazon で使用できる IAM 機能に
ついてご覧ください。 WorkMail。Amazon がどのようになっているかを詳細に示すには WorkMail および
その他AWSサービスは IAM と連携します。「」を参照してくださいAWSIAM と連携するサービス()IAM
ユーザーガイド。
トピック
• アマゾン WorkMailアイデンティティベースのポリシー (p. 18)
• アマゾン WorkMailリソースベースのポリシー (p. 21)
• Amazon Azion に基づく認可 WorkMail タグ (p. 21)
• アマゾン WorkMail IAM; ロール (p. 21)

アマゾン WorkMailアイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。アマゾン WorkMail 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。
Amazon Access でのポリシーアクション WorkMail アクションの前に次のプレフィックスを使用しま
す。workmail:。 例えば、Amazon でユーザーリストを取得するアクセス許可を付与するには WorkMail
ListUsersAPI オペレーション。含めるのはworkmail:ListUsers彼らの方針における行動。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。アマゾン WorkMail 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。
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"Action": [
"workmail:ListUsers",
"workmail:DeleteUser"

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、List 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。
"Action": "workmail:List*"

Amazon Azon のリストを表示するには WorkMail アクション、を参照してくださいAmazon で定義される
アクション WorkMail()IAM ユーザーガイド。

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。
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": "*"

アマゾン WorkMail Amazon のリソースレベルのアクセス許可をサポート WorkMail 組織。
アマゾン WorkMail 組織リソースの ARN は次のようになります。
arn:aws:workmail:${Region}:${Account}:organization/${OrganizationId}

ARN の形式の詳細については、Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間を参照して
ください。
例えば、ステートメントで m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza 組織を指定するには、次の ARN
を使用します。
"Resource": "arn:aws:workmail:us-east-1:111122223333:organization/mn1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza"

特定のアカウントに属するすべての組織を指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:workmail:us-east-1:111122223333:organization/*"

ある程度 Amazon WorkMail リソースの作成などのアクションは、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": "*"

Amazon Azon のリストを表示するには WorkMail リソースタイプおよびその ARN については、「」を参
照してくださいAmazon で定義されるリソース WorkMail()IAM ユーザーガイド。各リソースの ARN にど
のアクションを指定できるかについては、Amazon のアクション、リソース、条件キー WorkMail。
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条件キー
アマゾン WorkMail にはサービス固有条件キーがありませんが、次のグローバル条件キーの使用がサポー
トされています。
• aws:CurrentTime
• aws:EpochTime
• aws:MultiFactorAuthAge
• aws:MultiFactorAuthPresent
• aws:PrincipalOrgID
• aws:PrincipalArn
• aws:RequestedRegion
• aws:SecureTransport
• aws:UserAgent
次のポリシーの例では、Amazon へのアクセス権が付与されます。 WorkMail の MFA 認証済み IAM プリ
ンシパルからのコンソールのみeu-west-1AWS リージョン。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ses:Describe*",
"ses:Get*",
"workmail:Describe*",
"workmail:Get*",
"workmail:List*",
"workmail:Search*",
"lambda:ListFunctions",
"iam:ListRoles",
"logs:DescribeLogGroups",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-west-1"
]
},
"Bool": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": true
}
}
}
]

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
アマゾンの例を見るには WorkMail アイデンティティベースのポリシー、「」を参照してくださいアマゾ
ン WorkMail アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 21)。
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アマゾン WorkMailリソースベースのポリシー
アマゾン WorkMail では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Amazon Azion に基づく認可 WorkMail タグ
Amazon にタグを添付することができます WorkMail Amazon へのリクエストでリソースまたはタ
グを渡す WorkMail。タグに基づいてアクセスを管理するには、workmail: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
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。Amazon のタグ付けの詳細については WorkMail
リソース、「」を参照してください組織へのタグ付け (p. 88)。

アマゾン WorkMail 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 WorkMail
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、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ができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AWS STSAPI オペレーション (など)AssumeRoleまたはGetFederationToken。
アマゾン WorkMail では、一時認証情報の使用をサポートしています。

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。
アマゾン WorkMail はサービスにリンクされたロールをサポートします。Amazon の作成または管理の詳
細については WorkMail サービスにリンクされたロール、「」を参照してくださいAmazon WorkMail の
サービスリンクロールの使用 (p. 28)。

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。
アマゾン WorkMail ではサービスロールがサポートされています。

アマゾン WorkMail アイデンティティベースのポリ
シーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、Amazon を作成または変更するアクセス許可はありま
せん。 WorkMail リソースの料金を見積もることができます。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。
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これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の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. 22)
• Amazon を使う WorkMail コンソール (p. 22)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 24)
• ユーザーに Amazon への読み取り専用アクセスを許可する WorkMail リソース (p. 25)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースのポリシーは、どのユーザーが Amazon を作成、アクセス、または削除できるの
かを決定します WorkMail アカウント内のリソース 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。

Amazon を使う WorkMail コンソール
アマゾンにアクセスするには WorkMail コンソールでは、最小限の許可が必要です。これらのアクセ
ス許可により、Amazon の詳細をリストおよび表示できます。 WorkMail リソース内ではを使用できま
す。AWSアカウント。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。
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これらのエンティティが引き続きAmazonを利用できるように WorkMail コンソール、以下も添付してく
ださいAWS管理ポリシー、AmazonWorkMailFullAccess、エンティティに。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。
-AmazonWorkMailFullAccessポリシーは、IAM ユーザーに Amazon へのフルアクセスを許可します
WorkMail リソースの料金を見積もることができます。このポリシーは、ユーザーにすべての Amazon
へのアクセス権を与えます WorkMail,AWS Key Management Service、Amazon Simple EmailAWS
Directory Serviceオペレーション。これには、Amazon が使用するいくつかの Amazon EC2 オペレー
ションも含まれます。 WorkMail はあなたに代わってパフォーマンスをする必要があります。-logsそし
てcloudwatchAmazon で E メールイベントのログ記録とメトリクスの表示にはアクセス許可が必要です
WorkMail コンソール。詳細については、「Amazon でのログ記録とモニタリング WorkMail (p. 30)」を
参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ds:AuthorizeApplication",
"ds:CheckAlias",
"ds:CreateAlias",
"ds:CreateDirectory",
"ds:CreateIdentityPoolDirectory",
"ds:DeleteAlias",
"ds:DeleteDirectory",
"ds:DescribeDirectories",
"ds:GetDirectoryLimits",
"ds:ListAuthorizedApplications",
"ds:UnauthorizeApplication",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateVpc",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteSubnet",
"ec2:DeleteVpc",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
"lambda:ListFunctions",
"route53:ChangeResourceRecordSets",
"route53:ListHostedZones",
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53domains:CheckDomainAvailability",
"route53domains:ListDomains",
"ses:*",
"workmail:*",
"iam:ListRoles",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
},
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{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "events.workmail.amazonaws.com"
}
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
events.workmail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonWorkMailEvents*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*workmail*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": "events.workmail.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

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アクセス許可を付与する必
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。

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",
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"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"

]

}

}

],
"Resource": "*"

ユーザーに Amazon への読み取り専用アクセスを許可する
WorkMail リソース
次のポリシーステートメントは、Amazon への読み取り専用アクセス権を IAM ユーザーに付与します
WorkMailリソースの料金を見積もることができます。このポリシーでは、AWS 管理ポリシーと同レベ
ルのアクセス権を付与することができます。AmazonWorkMailReadOnlyAccess。このポリシーは、ユー
ザーに対して、Amazon のすべての Amazon へのアクセス権を与えます。 WorkMail Describeオペレー
ション。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 演算へのアクセスが必要です。設定済みドメインに関する情報を取得するに
は、Amazon SES サービスへのアクセスが必要です。AWS Key Management Service へのアクセスは、
使用される暗号化キーに関する情報を取得するために必要です。-logsそしてcloudwatchAmazon で E
メールイベントのログ記録とメトリクスの表示にはアクセス許可が必要です WorkMailコンソール。詳細に
ついては、「Amazon でのログ記録とモニタリング WorkMail (p. 30)」を参照してください。
{

}

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ses:Describe*",
"ses:Get*",
"workmail:Describe*",
"workmail:Get*",
"workmail:List*",
"workmail:Search*",
"lambda:ListFunctions",
"iam:ListRoles",
"logs:DescribeLogGroups",
"cloudwatch:GetMetricData"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon のトラブルシューティング WorkMail アイデ
ンティティとアクセス
次の情報を使用して、Amazon 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。 WorkMail および IAM。
トピック
• Amazon でアクションを実行する権限がない WorkMail (p. 26)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 26)
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• アクセスキーを表示したい (p. 26)
• 管理者として Amazon へのアクセスを他のユーザーに許可したい WorkMail (p. 27)
• 自分の以外のユーザーに許可したいAWS私のAmazonにアクセスするためのアカウント WorkMail リ
ソース (p. 27)

Amazon でアクションを実行する権限がない WorkMail
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。
以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、グループの詳細を表示しよ
うとしているが、workmail:DescribeGroup アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
workmail:DescribeGroup on resource: group

この場合、Mateo は、workmail:DescribeGroup アクションを使用して group リソースへのアクセス
が許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam を実行する権限がないPassRole
を実行する権限がないというエラーが表示された場合iam:PassRoleアクション、Amazon にロールを渡
すことができるようにポリシーを更新する必要があります WorkMail。
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 ユーザーがいる場合に発生します。marymajorコンソールを使用して
Amazon でアクションを実行しようする WorkMail。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。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
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アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として Amazon へのアクセスを他のユーザーに許可した
い WorkMail
他のユーザーに Amazon へのアクセスを許可するには WorkMailでは、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
ザーまたはアプリケーションは、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、Amazon 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。 WorkMail。
すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

自分の以外のユーザーに許可したいAWS私のAmazonにアクセス
するためのアカウント WorkMail リソース
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazonかどうかを知るには WorkMail は次の機能をサポートしています。Amazonはどのように
WorkMail で IAM を使用する (p. 18)。
• 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。

AWSAmazon WorkMail の管理ポリシー
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および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
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ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、すべての 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。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな
オペレーションとリソース用に、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リストと説明
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管理ポリシー: AmazonWorkMailFullAccess
AmazonWorkMailFullAccess 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
は、Amazon WorkMail への完全なアクセスを可能にする許可を付与します。
このポリシーの許可を確認するには、「」を参照してください。AmazonWorkMailFullAccessのAWS
Management Console。

AWS管理ポリシー: AmazonWorkMailReadOnlyAccess
AmazonWorkMailReadOnlyAccess 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
は、Amazon WorkMail への読み取り専用アクセスを可能にする許可を付与します。
このポリシーの許可を確認するには、「」を参照してください。AmazonWorkMailReadOnlyAccessの
AWS Management Console。

AWS管理ポリシー:
AmazonWorkMailEventsServiceRolePolicy
このポリシーは、という名前のサービスにリンクされたロールにアタッチされます。AmazonWorkMailイ
ベントにへのアクセスを許可するにはAWSAmazon が使用または管理するサービスとリソース WorkMail
イベント. 詳細については、「Amazon WorkMail のサービスリンクロールの使用 (p. 28)」を参照してく
ださい。

アマゾン WorkMail への更新AWSマネージドポリシー
の更新に関する詳細を表示します。AWSAmazon の管理ポリシー WorkMail このサービスがこれらの変更
の追跡を開始したためです。
変更

説明

日付

アマゾン WorkMail は変更の追跡
を開始しました

アマゾン WorkMail の変更の追
跡を開始しましたAWS管理ポリ
シー

2021 年 3 月 1 日

Amazon WorkMail のサービスリンクロールの使用
アマゾン WorkMail 使用するAWS Identity and Access Management(IAM)サービスリンクロール。サービス
にリンクされたロールは、Amazon WorkMail に直接リンクされた特殊な IAM ロールです。サービスにリ
ンクされたロールは Amazon によって事前定義されています WorkMail サービスが [その他] を呼び出すた
めに必要なすべてのアクセス許可を含めます。AWSお客様に代わってのサービス。
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サービスにリンクされたロールは、Amazon の設定を行います WorkMail 必要なアクセス許可を手動で追
加する必要がなくなるため、簡単になります。アマゾン WorkMail は、サービスにリンクされたロール
のアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Amazon のみを指定します。 WorkMail
は、そのロールを引き受けることができます。定義された許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含ま
れ、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスリンクロールは、関連する リソースを削除した後でしか削除できません。これにより、Amazon
が保護されます。 WorkMail リソースは、リソースに対するアクセス許可を誤って削除することがなくな
るためです。
サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービスでサー
ビスリンクロール列がはいになっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールに
関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクのある [Yes] (はい) をクリックします。

Amazon WorkMail のサービスリンクロール許可
アマゾン WorkMail では、 と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用します。AmazonWorkMailイ
ベント— アマゾン WorkMail このサービスにリンクされたロールを使用して、へのアクセスを有効にしま
す。AWSAmazon が使用または管理するサービスとリソース WorkMail CloudWatch によってログに記録
されたメールイベントのモニタリングなどのイベント。Amazon WorkMail の E メールのイベントのログ記
録の有効化の詳細については、イベントログを有効にする (p. 41) を参照してください。
- AmazonWorkMailEvents サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で以下のサービスを
信頼します。
• events.workmail.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは Amazon を許可します WorkMail をクリックして、指定したリソースに
対して以下のアクションを完了します。
• アクション: logs:CreateLogGroup 上でall AWS resources
• アクション: logs:CreateLogStream 上で all AWS resources
• アクション: logs:PutLogEvents 上で all AWS resources
サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可
するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドのサービスに
リンクされたロールのアクセス許可を参照してください。

Amazon WorkMail のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。Amazonの電源を入れると WorkMail
イベントログに記録し、Amazon のデフォルト設定を使用する WorkMail コンソールでは、Amazon
WorkMail によってサービスにリンクされたロールが作成されます。
このサービスにリンクされたロールを削除してから再度作成する必要がある場合は、同じプロセスを使用
してアカウントにロールを再作成できます。Amazonの電源を入れると WorkMail イベントログに記録し、
デフォルト設定を使用する、Amazon WorkMail によって、サービスにリンクされたロールが再作成されま
す。

Amazon WorkMail のサービスリンクロールの編集
アマゾン WorkMail では、 AmazonWorkMailEvents サービスにリンクされたロール。サービスにリンクさ
れたロールを作成した後は、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール
名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドのサービスにリンクされたロールの編集を参照してください。
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Amazon WorkMail のサービスリンクロールの削除
サービスリンクロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
り、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロー
ルのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note
アマゾンの場合 WorkMail リソースを削除する際に、サービスでロールが使用されている場合、
削除は失敗することがあります。失敗した場合、数分待ってからもう一度オペレーションを試し
てください。

Amazon を削除するには WorkMail AmazonWorkMailEvents が使用するリソース
1.

Amazonをオフにする WorkMail イベントロギング。
a.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、リー
ジョンの選択リストして、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon Web
Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

b.
c.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
ナビゲーションペインで [] を選択します。組織設定[] の順に選択します。Monitoring。

d.
e.

[Log settings] (ログ設定) で、[Edit] (編集) を選択します。
移動先メールイベントを有効にするスライダをオフの位置にします。

f. [Save]を選択します。
Amazon を削除する CloudWatch ロググループ。
a.

を開く CloudWatch コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

b.
c.
d.

[Logs] (ログ) を選択します。
[Log Groups] (ロググループ) で、削除するロググループを選択します。
[Actions] (アクション) で、[Delete log group] (ロググループを削除する) を選択します。

e.

[Yes, Delete] (はい、削除します) を選択します。

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AmazonWorkMailEvents サービスリンクロー
ルを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドのサービスにリンクされたロールの削除を参照し
てください。

Amazon でサポートされているリージョン WorkMail
サービスリンクロール
アマゾン WorkMail は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートします。詳細については、次を参照してください。アマゾン WorkMail のリージョンとエ
ンドポイント。

Amazon でのログ記録とモニタリング WorkMail
E メールフローを監視することは、Amazon の健全性を維持するために重要です WorkMail組織。組織の
E メール送信アクティビティを監視すると、ドメインの評価を守ることができます。モニタリングは送受
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信された E メールを追跡するのにも役立ちます。E メールイベントログを有効にする方法の詳細について
は、イベントログを有効にする (p. 41) を参照してください。
AWS は、Amazon を視聴するために次のモニタリングツールを提供しています。 WorkMailでは、問題が
発生した場合に報告し、必要に応じて対処するために、では以下のようになります。
• アマゾン CloudWatchの監視AWSリソースとで実行されるアプリケーションAWSリアルタイム
で。例えば、Amazon の E メールイベントのログ記録を有効にすると WorkMail, CloudWatch
は、組織で送受信された E メールを追跡できます。Amazon のモニタリングの詳細については
WorkMail と CloudWatch「」を参照してくださいAmazon のモニタリング WorkMail Amazonで
CloudWatch (p. 31)。の詳細 CloudWatch「」を参照してくださいアマゾン CloudWatch ユーザーガ
イド。
• アマゾン CloudWatch ログでは、Amazon の E メールイベントログのモニタリング、保存、アクセス
を行うことができます WorkMail Amazon で E メールイベントログが有効になっている場合 WorkMail
console. CloudWatch ログは、ログファイル内の情報をモニタリングでき、ログデータを耐久性の高い
ストレージにアーカイブできます。Amazon の追跡については、Amazon の追跡について説明します
WorkMail を使用したメッセージ CloudWatch ログ、「」を参照してくださいイベントログを有効にす
る (p. 41)。の詳細 CloudWatch ログ、を参照してくださいアマゾン CloudWatch log ユーザーガイ
ド。
• AWS CloudTrail は、AWS アカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。詳細につい
ては、「Amazon のログ記録 WorkMail による API 呼び出しAWS CloudTrail (p. 39)」を参照してくだ
さい。
トピック
• Amazon のモニタリング WorkMail Amazonで CloudWatch (p. 31)
• Amazon のログ記録 WorkMail による API 呼び出しAWS CloudTrail (p. 39)
• イベントログを有効にする (p. 41)

Amazon のモニタリング WorkMail Amazonで
CloudWatch
Amazon をモニタリングできます WorkMail を使用します CloudWatchは、raw データを収集して、そ
れを読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに加工できます。無料のメトリは 15 か月間保存さ
れるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をより的確に把握できま
す。また、特定のしきい値をモニタリングするアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知
を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、「」を参照してください。アマゾン
CloudWatch ユーザーガイド。

CloudWatch Amazon のメトリクス WorkMail
アマゾン WorkMail は、次のメトリクスとディメンション情報をに送信します CloudWatch。
AWS/WorkMail 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

OrganizationEmailReceived

Amazon が受信した E メールの数
WorkMail 組織。1 通の E メールが組織
内の 10 人の受信者に宛てられている場
合、OrganizationEmailReceived の数は 1 で
す。
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メトリクス

説明
単位: [Count] (カウント)
Amazon 内の個々のメールボックスに配信された
E メールの数 WorkMail 組織。組織内の 10 人の
受信者に 1 通の E メールが正常に配信された場
合、MailboxEmailDelivered の数は 10 です。

MailboxEmailDelivered

単位: [Count] (カウント)
フルメールボックスが原因で返送された受信
メールの数。このメトリクスは、意図された受
信者ごとにカウントされます。たとえば、1 通
の E メールが組織内の 10 人の受信者に送信さ
れ、そのうちの 2 人の受信者にメールボック
スが一杯になってバウンス応答が返された場
合、IncomingEmailBounced 数は 2 になりま
す。

IncomingEmailBounced

単位: [Count] (カウント)
配信できなかった送信メールの数。各受信
者についてカウントされます。たとえば、1
通の E メールが 10 人の受信者に送信さ
れ、2 つの E メールを配信できなかった場
合、OutgoingEmailBounced カウントは 2 で
す。

OutgoingEmailBounced

単位: [Count] (カウント)
Amazon から正常に送信された E メールの数
WorkMail組織。このメトリクスは、正常に送信さ
れた E メールの受信者ごとにカウントされます。
たとえば、1 通の E メールが10人の受信者に送信
され、その E メールが8人の受信者に正常に配信さ
れた場合、OutgoingEmailSent の数は8です。

OutgoingEmailSent

単位: [Count] (カウント)

CloudWatch Amazon のイベントログ WorkMail
Amazon の E メールイベントのログ記録をオンにすると WorkMail 組織, Amazon WorkMail E メールイ
ベントをでログ記録します CloudWatch。E メールのイベントログ記録をオンにすることの詳細について
は、イベントログを有効にする (p. 41) を参照してください。
次の表は、Amazon が行うイベントを示しています。 WorkMail ログ付き CloudWatch、イベントが送信さ
れるタイミング、およびイベントフィールドの内容を示します。
ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED
このイベントは、Amazon Amazon が WorkMail 組織が E メールメッセージを受信しました。
フィールド

説明

受信者

メッセージの意図された受信者です。
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フィールド

説明

送信者

別のユーザーの代理で E メールメッセージを送信
したユーザーの E メールアドレス。このフィール
ドは、E メールが別のユーザーの代理で送信され
たときにのみ設定されます。

送信元

[From] (送信元) アドレス。通常、メッセージを送
信したユーザーの E メールアドレスです。ユー
ザーがメッセージを別のユーザーとして送信し
たか別のユーザーの代理で送信した場合、この
フィールドは、実際の送信者の E メールアドレス
ではなく、E メールの名目上の送信者であるユー
ザーの E メールアドレスを返します。

subject

E メールメッセージの件名です。

messageId

SMTP メッセージ IDです。

spamVerdict

メッセージが Amazon SES によってスパムとして
マークされているかどうかを示します。詳細につ
いては、Amazon Simple Email Service デベロッ
パーガイドの Amazon SES E メール受信の通知の
内容を参照してください。

dkimVerdict

について DomainKeys ID メール (DKIM) のチェッ
クに合格しました。詳細については、Amazon
Simple Email Service デベロッパーガイドの
Amazon SES E メール受信の通知の内容を参照し
てください。

dmarcVerdict

Domain-based Message Authentication、Reporting
& Conformance (DMARC) のチェックに合格した
かどうかを示します。詳細については、Amazon
Simple Email Service デベロッパーガイドの
Amazon SES E メール受信の通知の内容を参照し
てください。

dmarcPolicy

dmarcVerdict フィールドに「FAIL」が含まれてい
る場合にのみ表示されます。DMARC チェックが
失敗した場合に、E メールに対して実行するアク
ションを示します (NONE、QUARANTINE、また
は REJECT)。これは、送信側の E メールドメイン
の所有者によって設定されます。

spfVerdict

Sender Policy Framework (SPF) のチェックに
合格したかどうかを示します。詳細について
は、Amazon Simple Email Service デベロッパーガ
イドの Amazon SES E メール受信の通知の内容を
参照してください。

messageTimestamp

メッセージがいつ受信されたかを示します。

MAILBOX_EMAIL_DELIVERED
このイベントは、組織内のメールボックスにメッセージが配信されたときに記録されま
す。これは、メッセージが配信されるメールボックスごとに 1 回記録されるため、単一の
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ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED イベントによって複数の MAILBOX_EMAIL_DELIVERED イベントが
発生する可能性があります。
フィールド

説明

受取人

メッセージが配信されるメールボックスです。

フォルダ

メッセージが配置されているメールボックスフォ
ルダです。

RULE_APPLIED
このイベントは、受信メッセージまたは送信メッセージが E メールフロールールをトリガーしたときに記
録されます。
フィールド

説明

ruleName

ルールの名前。

ruleType

適用されるルールのタイプ (INBOUND_RULE,
OUTBOUND_RULE, MAILBOX_RULE) です。
インバウンドおよびアウトバウンドのルールは
Amazon に適用されます WorkMail組織。メール
ボックスルールは、指定されたメールボックスに
のみ適用されます。詳細については、「E メール
フローの管理 (p. 71)」を参照してください。

ruleActions

ルールに基づいて取られたアクションです。メッ
セージの受信者が異なれば、返送された E メール
や正常に配信された E メールなど、さまざまなア
クションが発生する可能性があります。

targetFolder

Move または Copy MAILBOX_RULE の対象となる
保存先フォルダ。

targetRecipient

Forward または Redirect MAILBOX_RULE の対
象となる受取人。

JOURNALING_INITIATED
このイベントは、Amazon が WorkMail は、組織の管理者によって指定されたジャーナリングアドレスに E
メールを送信します。組織に対してジャーナリングが設定されている場合にのみ送信されます。詳細につ
いては、「Amazon WorkMail での E メールジャーナリングの使用 (p. 144)」を参照してください。
フィールド

説明

journalingAddress

ジャーナリングメッセージの送信先の E メールア
ドレスです。

INCOMING_EMAIL_BOUNCED
このイベントは、受信メッセージをターゲット受信者に配信できないときに記録されます。E メールは、
完全なターゲットメールボックスなど、さまざまな理由でバウンスする可能性があります。システムは、
バウンスメールになった受信者ごとに 1 回記録します。たとえば、受信メッセージが 3 人の受信者宛て
Version 1.0
34

アマゾン WorkMail 管理者ガイド
でのモニタリング CloudWatch

で、そのうちの 2 人がフルメールボックスを持っている場合、2 つの INCOMING_EMAIL_BOUNCED イベ
ントが記録されます。
フィールド

説明

bouncedRecipient

Amazon が対象の受信者 WorkMail メッセージをバ
ウンスしました。

OUTGOING_EMAIL_SUBMITTED
このイベントは、組織内のユーザーが送信用の E メールメッセージを送信したときに記録されます。これ
は、メッセージが Amazon から送信される前に記録されます。 WorkMailであるため、このイベントは E
メールが正常に配信されたかどうかを示すものではありません。
フィールド

説明

受信者

送信者によって指定されたメッセージの受信者で
す。宛先、CC、および BCC 行のすべての受信者
を含みます。

送信者

別のユーザーの代理で E メールメッセージを送信
したユーザーの E メールアドレス。このフィール
ドは、E メールが別のユーザーの代理で送信され
たときにのみ設定されます。

送信元

[From] (送信元) アドレス。通常、メッセージを送
信したユーザーの E メールアドレスです。ユー
ザーがメッセージを別のユーザーとして送信し
たか別のユーザーの代理で送信した場合、この
フィールドは、実際の送信者の E メールアドレス
ではなく、E メールの名目上の送信者であるユー
ザーの E メールアドレスを返します。

subject

E メールメッセージの件名です。

OUTGOING_EMAIL_SENT
このイベントは、送信 E メールがターゲット受信者に正常に配信されたときに記録されます。こ
れは成功した受信者ごとに1回記録されるため、単一の OUTGOING_EMAIL_SUBMITTED で複数の
OUTGOING_EMAIL_SENT エントリが発生する可能性があります。
フィールド

説明

受取人

E メールが正常に配信された受信者です。

送信者

別のユーザーの代理で E メールメッセージを送信
したユーザーの E メールアドレス。このフィール
ドは、E メールが別のユーザーの代理で送信され
たときにのみ設定されます。

送信元

[From] (送信元) アドレス。通常、メッセージを送
信したユーザーの E メールアドレスです。ユー
ザーがメッセージを別のユーザーとして送信し
たか別のユーザーの代理で送信した場合、この
フィールドは、実際の送信者の E メールアドレス
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フィールド

説明
ではなく、E メールの名目上の送信者であるユー
ザーの E メールアドレスを返します。

messageId

SMTP メッセージ IDです。

OUTGOING_EMAIL_BOUNCED
このイベントは、発信メッセージをターゲット受信者に配信できないときに記録されます。E メールは、
完全なターゲットメールボックスなど、さまざまな理由でバウンスする可能性があります。システムは、
バウンスメールになる受信者ごとにバウンスを記録します。たとえば、送信メッセージが 3 人の受信者に
宛てられ、そのうちの 2 人がフルメールボックスを持っている場合、2 つの OUTGOING_EMAIL_BOUNCED
イベントが記録されます。
フィールド

説明

bouncedRecipient

送信先メールサーバーがメッセージを送信した受
信者です。

DMARC_POLICY_APPLIED
このイベントは、組織に送信された E メールに DMARC ポリシーが適用されたときに記録されます。
フィールド

説明

送信元

[From] (送信元) アドレス。通常、メッセージを送
信したユーザーの E メールアドレスです。ユー
ザーがメッセージを別のユーザーとして送信し
たか別のユーザーの代理で送信した場合、この
フィールドは、実際の送信者の E メールアドレス
ではなく、E メールの名目上の送信者であるユー
ザーの E メールアドレスを返します。

受信者

メッセージの意図された受信者です。

ポリシー

適用された DMARC ポリシー。DMARC
チェックが失敗したときに E メールで実行
するアクション (NONE、QUARANTINE、
または REJECT) を示します。これ
は、ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED イベン
トの dmarcPolicy フィールドと同じです。

を使用する CloudWatch Amazon でのInsights WorkMail
Amazon で E メールイベントログをオンにしている場合 WorkMail コンソールでは、Amazon を使用でき
ます CloudWatch Logs Insights がイベントログを照会します。E メールのイベントログ記録をオンにする
ことの詳細については、イベントログを有効にする (p. 41) を参照してください。の詳細 CloudWatch
Logs Insightsでログデータを分析する CloudWatch ログInsightsのアマゾン CloudWatch log ユーザーガイ
ド。
以下に、クエリの例を示します。 CloudWatch 一般的な E メールイベントのログ。これらのクエリは
CloudWatch console. これらのクエリの実行方法については、「」を参照してください。チュートリアル:
サンプルクエリを実行および変更するのアマゾン CloudWatch log ユーザーガイド。
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Example 例: ユーザー B がユーザー A から送信された電子メールを受信しなかった理由を確認し
ます。
次のコード例は、タイムスタンプ順にソートされた、ユーザー A からユーザー B に送信された送信メール
を照会する方法を示しています。
fields @timestamp, traceId
| sort @timestamp asc
| filter (event.from like /(?i)userA@example.com/
and event.eventName = "OUTGOING_EMAIL_SUBMITTED"
and event.recipients.0 like /(?i)userB@example.com/)

これは送信されたメッセージとトレース ID を返します。次のコード例のトレース ID を使用して、送信
メッセージのイベントログを照会します。
fields @timestamp, event.eventName
| sort @timestamp asc
| filter traceId = "$TRACEID"

これにより、E メールメッセージ ID と E メールイベントが返されます。OUTGOING_EMAIL_SENT は E
メールが送信されたことを示します。OUTGOING_EMAIL_BOUNCED は、Eメールがバウンスしたことを示
します。E メールが受信されたかどうかを確認するには、次のコード例のメッセージ ID を使用して照会し
ます。
fields @timestamp, event.eventName
| sort @timestamp asc
| filter event.messageId like "$MESSAGEID"

メッセージ ID は同じなので、受信したメッセージも返されるはずです。次のコード例のトレース ID を使
用して、配信を照会します。
fields @timestamp, event.eventName
| sort @timestamp asc
| filter traceId = "$TRACEID"

これにより、配信アクションと適用可能なすべてのルールアクションが返されます。

Example 例: ユーザーまたはドメインから受信したすべてのメールを参照します
次のコード例では、指定されたユーザーから受信したすべてのメールを照会する方法を示しています。
fields @timestamp, event.eventName
| sort @timestamp asc
| filter (event.from like /(?i)user@example.com/ and event.eventName =
"ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED")

次のコード例は、指定したドメインから受信したすべてのメールを照会する方法を示しています。
fields @timestamp, event.eventName
| sort @timestamp asc
| filter (event.from like "example.com" and event.eventName =
"ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED")

Example 例: バウンスメールを送信したユーザーを確認する
次のコード例では、バウンスした送信メールを照会する方法を示し、バウンスの理由も返します。
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fields @timestamp, event.destination, event.reason
| sort @timestamp desc
| filter event.eventName = "OUTGOING_EMAIL_BOUNCED"

次のコード例では、バウンスした受信メールを照会する方法を示し、バウンスした受信者の E メールアド
レスとバウンスの理由も返します。
fields @timestamp, event.bouncedRecipient.emailAddress, event.bouncedRecipient.reason,
event.bouncedRecipient.status
| sort @timestamp desc
| filter event.eventName = "INCOMING_EMAIL_BOUNCED"

Example 例: どのドメインがスパムを送信しているかを確認します
次のコード例では、スパムを受信している組織内の受信者を照会する方法を示しています。
stats count(*) as c by event.recipients.0
| filter (event.eventName = "ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED" and event.spamVerdict = "FAIL")
| sort c desc

次のコード例では、スパムメールの送信者を照会する方法を示しています。
fields @timestamp, event.recipients.0, event.sender, event.from
| sort @timestamp asc
| filter (event.spamVerdict = "FAIL")

Example 例: E メールが受信者のスパムフォルダに送信された理由を確認します
次のコード例では、件名でフィルタリングされた、スパムとして識別された E メールを照会する方法を示
しています。
fields @timestamp, event.recipients.0, event.spamVerdict, event.spfVerdict,
event.dkimVerdict, event.dmarcVerdict
| sort @timestamp asc
| filter event.subject like /(?i)$SUBJECT/ and event.eventName =
"ORGANIZATION_EMAIL_RECEIVED"

E メールトレース ID で照会して、E メールのすべてのイベントを確認することもできます。

Example 例: E メールフロールールに一致する E メールを参照します
次のコード例では、アウトバウンド Eメールフロールールに一致した E メールを照会する方法を示してい
ます。
fields @timestamp, event.ruleName, event.ruleActions.0.action
| sort @timestamp desc
| filter event.ruleType = "OUTBOUND_RULE"

次のコード例では、受信 E メールフロールールに一致した E メールを照会する方法を示しています。
fields @timestamp, event.ruleName, event.ruleActions.0.action,
event.ruleActions.0.recipients.0
| sort @timestamp desc
| filter event.ruleType = "INBOUND_RULE"
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Example 例: 組織が受信または送信した E メールの数を確認してください。
次のコード例では、組織内の各受信者が受信した E メールの数を照会する方法を示しています。
stats count(*) as c by event.recipient
| filter event.eventName = "MAILBOX_EMAIL_DELIVERED"
| sort c desc

次のコード例は、組織内の各送信者によって送信された E メールの数を照会する方法を示しています。
stats count(*) as c by event.from
| filter event.eventName = "OUTGOING_EMAIL_SUBMITTED"
| sort c desc

Amazon のログ記録 WorkMail による API 呼び出し
AWS CloudTrail
アマゾン WorkMail はとを統合AWS CloudTrail、ユーザーやロール、またはによって実行されたアクショ
ンを記録するサービスAWSAmazon でのサービス WorkMail。 CloudTrail Amazon のすべての API コー
ルをキャプチャします WorkMail Amazon からのコールを始めとするイベントとして WorkMail コンソー
ルと、Amazon へのコード呼び出しから WorkMail API。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 Amazon S3 バケットへのイベント (Amazon S3 バケットへのイベントを含む
WorkMail。証跡を設定しない場合でも、では最新のイベントを表示できます CloudTrail コンソールイベン
ト履歴。により収集された情報を使用する CloudTrailは、Amazon に対して行われたリクエストを判断で
きます WorkMail、リクエストの実行元 IP アドレス、実行者、実行日時、および追加の詳細。
詳細を確認するトピック CloudTrail「」を参照してくださいAWS CloudTrailユーザーガイド。

アマゾン WorkMail 内の 情報 CloudTrail
CloudTrail で有効になっていますAWSアカウント作成時にアカウントを作成します。Amazonでアクティ
ビティが発生するタイミング WorkMailでは、そのアクティビティは CloudTrail 他のイベントと一緒に
AWSのサービスイベントイベント履歴。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、次を参照してください。でイベントを表示する CloudTrail イベント履歴。
のイベントの継続的な記録についてはAWSアカウント、Amazonのイベントを含む WorkMail証跡の作成
トレイルは CloudTrail がログファイルを Amazon S3 バケットに配信します。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。追跡は、AWSパーティションの
すべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配
信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail 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 AWS サービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルそして受信 CloudTrail 複数のアカウントからのロ
グファイル
すべての Amazon WorkMail アクションはによってログに記録されます CloudTrail およびは、アマゾン
WorkMail API リファレンス。たとえば、CreateUser、CreateAlias、GetRawMessageContent の各
API オペレーションを呼び出すと、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
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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 を理解する WorkMail ログファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信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。
次の例は、以下を実行する例です。 CloudTrail 以下を実行するログエントリCreateUserAmazonからの
アクション WorkMail API。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/WMSDK",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
"userName": "WMSDK"
},
"eventTime": "2017-12-12T17:49:59Z",
"eventSource": "workmail.amazonaws.com",
"eventName": "CreateUser",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.12",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.11.205 Mac_OS_X/10.11.6 Java_HotSpot(TM)_64Bit_Server_VM/25.151-b12 java/1.8.0_151",
"requestParameters": {
"name": "janedoe",
"displayName": "Jane Doe",
"organizationId": "m-5b1c980000EXAMPLE"
},
"responseElements": {
"userId": "a3a9176d-EXAMPLE"
},
"requestID": "dec81e4a-EXAMPLE",
"eventID": "9f2f09c5-EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

次の例は、以下を実行する例です。 CloudTrail 以下を実行するログエントリCreateAliasAmazonからの
アクション WorkMail API。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/WMSDK",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "WMSDK"
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"eventTime": "2017-12-12T18:13:44Z",
"eventSource": "workmail.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAlias",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.12",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.11.205 Mac_OS_X/10.11.6 Java_HotSpot(TM)_64Bit_Server_VM/25.151-b12 java/1.8.0_151",
"requestParameters": {
"alias": "aliasjamesdoe@testofconsole.awsapps.com",
"organizationId": "m-5b1c980000EXAMPLE"
"entityId": "a3a9176d-EXAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "dec81e4a-EXAMPLE",
"eventID": "9f2f09c5-EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

次の例は、以下を実行する例です。 CloudTrail 以下を実行するログエント
リGetRawMessageContentAmazonからのアクション WorkMail メッセージフロー API。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/WMSDK",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "WMSDK"
},
"eventTime": "2017-12-12T18:13:44Z",
"eventSource": "workmailMessageFlow.amazonaws.com",
"eventName": "GetRawMessageContent",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.12",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.11.205 Mac_OS_X/10.11.6 Java_HotSpot(TM)_64Bit_Server_VM/25.151-b12 java/1.8.0_151",
"requestParameters": {
"messageId": "123A4A5A-67B8-90C1-D23E-45FG67H890J1"
},
"responseElements": null,
"requestID": "dec81e4a-EXAMPLE",
"eventID": "9f2f09c5-EXAMPLE",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

イベントログを有効にする
Amazon で E メールイベントログ記録を有効にすると WorkMail 組織の E メールメッセージを追跡するに
は、コンソールを使用して E メールメッセージを追跡できます。電子メールイベントロギングでは、AWS
Identity and Access ManagementE メールイベントログを Amazon に発行するためのアクセス許可を付
与するためのサービスリンクの役割 CloudWatch。IAM サービスにリンクされたロールの詳細について
は、Amazon WorkMail のサービスリンクロールの使用 (p. 28) を参照してください。
左 CloudWatch イベントログ、使用できます CloudWatch メッセージを追跡し、E メールの問題をトラブ
ルシューティングするためのツールとメトリクスを検索します。Amazon が記録するログイベントの詳細
については WorkMail 送信先 CloudWatch「」を参照してくださいCloudWatch Amazon のイベントログ
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WorkMail (p. 32)。の詳細 CloudWatch ログ、を参照してくださいアマゾン CloudWatch log ユーザーガ
イド。
トピック
• E メールイベントログ記録をオンにする (p. 42)
• E メールイベントログ記録用のカスタムのロググループと IAM ロールの作成 (p. 42)
• E メールイベントログ記録をオフにする (p. 44)

E メールイベントログ記録をオンにする
デフォルト設定を使用して E メールイベントログ記録をオンにすると、Amazon WorkMail:
• AWS Identity and Access Management サービスにリンクされたロールを作成する AmazonWorkMailEvents。
• を作成します CloudWatch log group —/aws/workmail/emailevents/organization-alias。
• セット CloudWatch ログ保持を 30 日間にします。

E メールイベントのログ記録をオンにするには
1.

Amazon を開きます WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Monitoring] を選択します。

4.

左ログの設定[] セクションで編集。

5.

移動先Mail イベントを有効にするスライダをオンの位置にします。

6.

次のいずれかを実行します。
• (推奨) 選択デフォルト設定の使用。
-もしくは(省略可能)デフォルト設定の使用を選択し、送信先ロググループそしてIAM ロール表示されるリス
トから。

Note
AWS CLI を使用してロググループと カスタム IAMロールをすでに作成している場合にの
み、このオプションを選択してください。詳細については、「E メールイベントログ記録
用のカスタムのロググループと IAM ロールの作成 (p. 42)」を参照してください。
7.

SelectAmazonを承認します WorkMail [to in in in in in in in in in in in in。

8.

[Save] (保存) を選択します。

E メールイベントログ記録用のカスタムのロググループと IAM
ロールの作成
Amazon の E メールイベントログ記録を有効にする場合は、デフォルト設定を使用することをお勧めしま
す WorkMail。カスタムモニタリング設定が必要な場合は、AWS CLI を使用して、E メールイベントログ
記録専用にカスタムのロググループと IAM ロールを作成できます
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E メールイベントログ記録用のカスタムのロググループと IAM ロールを作成するには
1.

の使用AWS CLI、同じにロググループを作成するAWSAmazonとしてのリージョン WorkMail 組織。
詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの create-log-group を参照してください。
aws –-region us-east-1 logs create-log-group --log-group-name workmail-monitoring

2.

以下のポリシーを含むファイルを作成します。
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "events.workmail.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

AWS CLI を使用して、IAM ロールを作成し、このファイルをロールポリシードキュメントとしてア
タッチします。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの create-role を参照してくださ
い。
aws iam create-role --role-name workmail-monitoring-role --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforworkmail.json

Note
WorkMailFullAccess 管理ポリシーユーザーの場合、ロール名に workmail という用語を
含める必要があります。この管理ポリシーでは、名前に workmail を含むロールを使用して
E メールイベントログ記録を設定することのみが許可されます。詳細については、IAM ユー
ザーガイドの AWS サービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与するを参照して
ください。
4.

前のステップで作成した IAM ロールに対するポリシーを含むファイルを作成します。最低でも、この
ポリシーではそのロールに、ログストリームを作成するためのアクセス許可と、ステップ 1 で作成し
たロググループにログイベントを追加するためのアクセス許可を付与する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:workmailmonitoring*"
}
]
}

5.

AWS CLI を使用して、ポリシーファイルを IAM ロールにアタッチします。詳細については、AWS
CLI コマンドリファレンスの put-role-policy を参照してください。
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aws iam put-role-policy --role-name workmail-monitoring-role --policy-name workmailpermissions --policy-document file://rolepolicy.json

前のトピックのステップに従って、新しく作成したロググループとロールを使用して E メールイベントロ
グ記録をオンにします。詳細については、「E メールイベントログ記録をオンにする (p. 42)」を参照し
てください。

E メールイベントログ記録をオフにする
Amazon からの E メールイベントログ記録を無効にする WorkMail console. E メールイベントログ記録を
使用する必要がなくなった場合は、関連する CloudWatch ロググループとサービスにリンクされたロール
も同様です。詳細については、「Amazon WorkMail のサービスリンクロールの削除 (p. 30)」を参照し
てください。

E メールイベントのログ記録を無効にするには
1.

Amazon を開きます WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Monitoring] を選択します。

4.

左ログの設定[] セクションで編集。

5.

移動先Mail イベントを有効にするスライダをオフの位置にします。

6.

[Save] を選択します。

Amazon のコンプライアンス検証 WorkMail
サードパーティーの監査者は、Amazon のセキュリティとコンプライアンスを評価します WorkMail 複数
の一部としてAWSコンプライアンスプログラム。これには、SOC、ISO、および C5 が含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスの一覧については、コンプライアンス
プログラム対象範囲内の AWS のサービスを参照してください。一般的な情報については、AWS「コンプ
ライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用すれば、サードパーティーの監査レポートをダウンロードすることができます。詳細
については、「Downloading reports in AWS Artifact」(AWS Artifact のレポートのダウンロード) をご参照
ください。
Amazon を使用する際のコンプライアンス責任 WorkMail 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、適用可能な法律および規制によって決定されます。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。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド - これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を
AWS にデプロイするためのステップが示されています。
• AWS コンプライアンスのリソース - ワークブックとお客様の業界や所在地に適用される場合があるガイ
ドのコレクション。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
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• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon の耐障害性 WorkMail
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。
に加えてAWSグローバルインフラストラクチャ、Amazon WorkMail には、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon Infrastructure WorkMail
マネージドサービスとして、Amazon WorkMail によって保護されていますAWSで説明されているグロー
バルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペー
パー。
以下を使用しますAWSAmazon Access の API 呼び出しを公開しました WorkMail ネットワークを通じ
て。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS
1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral DiffieHellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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Amazon の使用を開始する WorkMail
を完成したら前提条件 (p. 4)、Amazon を始める準備ができました WorkMail。詳細については、
「Amazon の使用を開始する WorkMail (p. 46)」を参照してください。
Amazon に既存のメールボックスを移行する方法の詳細については、 WorkMail、Microsoft Exchange、お
よびAmazonとの相互運用性 WorkMail 次のセクションのクォータ。
トピック
• Amazon の使用を開始する WorkMail (p. 46)
• Amazon への移行 WorkMail (p. 48)
• Amazon 間の相互運用性 WorkMail と Microsoft Exchange (p. 49)
• Amazon の可用性設定を設定する WorkMail (p. 51)
• Microsoft Exchange の可用性設定を設定する (p. 58)
• Microsoft Exchange と Amazon 間の E メールルーティングを有効にする WorkMail ユーザー (p. 59)
• ユーザーの E メールルーティングを有効にする (p. 59)
• セットアップ後の設定 (p. 60)
• メールクライアントの設定 (p. 61)
• 相互運用性モードを無効にし、メールサーバーを廃棄する (p. 61)
• トラブルシューティング (p. 62)
• アマゾン WorkMail クォータ (p. 62)

Amazon の使用を開始する WorkMail
あなたが新しいAmazonかどうか WorkMail ユーザーまたはAmazonの既存のユーザー WorkDocs またはア
マゾン WorkSpaces、Amazon の使用を開始する WorkMail 以下の手順を実行します。

Note
使用開始の前に 前提条件 (p. 4) を完了させます。
トピック
• ステップ 1: Amazon にサインインする WorkMail コンソール (p. 46)
• ステップ 2: Amazon をセットアップする WorkMail サイト (p. 47)
• ステップ 3: Amazon をセットアップする WorkMail ユーザーアクセス (p. 47)
• その他の リソース (p. 48)

ステップ 1: Amazon にサインインする WorkMail コン
ソール
Amazon にサインインする必要があります WorkMail コンソールを使用して、ユーザーを追加したり、ア
カウントやメールボックスを管理できるようになります。

Amazon にサインインするには WorkMail コンソール
1.
2.

Amazon WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。リージョンに関する詳細情報
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については、Amazon Web Services 全般のリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照してく
ださい。

ステップ 2: Amazon をセットアップする WorkMail サ
イト
1. Amazon にサインインしてから WorkMail コンソールで、組織を設定し、ドメインを追加しま
す。Amazon に専用ドメインを使用することをお勧めします WorkMail 組織。詳細については、組織の
作成 (p. 66) および ドメインの追加 (p. 93) を参照してください。
2. (オプション:Amazonが提供する無料のテストドメインを使用することを選択できます。 WorkMail。こ
の操作を選択した場合は、ステップ 4 に進みます。

Note
テストドメインは次の形式を使用します。#####.awsapps.com。作業中、テストドメインはテ
ストにのみ使用する必要があることに注意してください。本番環境にはテストドメインを使用
しないでください。また、Amazon で 1 人以上の有効なユーザーが必要です WorkMail 組織。
有効なユーザーがない場合、ドメインは他のお客様による登録と使用が可能になります。
3. 外部ドメインを使用する場合は、適切なテキスト (TXT) レコードとメールエクスチェンジ (MX) レコー
ドを Domain Name System (DNS) Service (DNS) サービスに追加してドメインを検証します。TXT
レコードを使用すると、DNSにメモを入力できます。MX レコードは、受信メールサーバーを指定
します。ドメインを組織のデフォルトとして設定してください。詳細については、ドメインの検
証 (p. 96) および デフォルトのドメインの選択 (p. 96) を参照してください。
4. Amazon で新しいユーザーを作成するか、既存のディレクトリユーザーを有効にします WorkMail。詳細
については、「ユーザーアカウントの管理 (p. 107)」を参照してください。
5. (オプション:既存の Microsoft Exchange メールボックスがある場合は、Amazon に移行させます。
WorkMail。詳細については、「Amazon への移行 WorkMail (p. 48)」を参照してください。
Amazonの設定が終わったら WorkMail サイトでは、Amazonにアクセスできます WorkMail ウェブアプリ
ケーション URL を使用します。

Amazon (Amazon) を指定するには WorkMail ウェブアプリケーション URL
1.

Amazon WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。そうするためには、リージョンの選択リストで、検
索ボックスの右側にあり、目的のリージョンを選択します。詳細については、次を参照してくださ
い。リージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンス。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
-組織設定ページが表示され、その下に URL が表示されます。ユーザーログイン。URL は次の形式を
とります:https://#####.awsapps.com/mail。

ステップ 3: Amazon をセットアップする WorkMail
ユーザーアクセス
Amazon を設定するには、以下のオプションから選択します WorkMail ユーザーアクセス:
• Microsoft Outlook クライアントを使用して、既存のデスクトップクライアントからユーザーアクセス
を設定します。詳細については、次を参照してください。Microsoft Outlook を Amazon Connect する
WorkMail アカウント。
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• Kindle、Android、iPad、または iPhone などのモバイルデバイスからユーザーアクセスを設定できま
す。詳細については、モバイルデバイスの開始方法を参照してください。
• ユーザーアクセスを設定するには、インターネットメールアクセスプロトコル (IMAP) プロトコルと互
換性のあるクライアントソフトウェアを使用します。詳細については、次を参照してください。IMAP
クライアントを Amazon Connect する WorkMailアカウント。

その他の リソース
• Amazon への移行 WorkMail (p. 48)
• Amazon 間の相互運用性 WorkMail と Microsoft Exchange (p. 49)
• アマゾン WorkMail クォータ (p. 62)

Amazon への移行 WorkMail
Amazonに移行できます WorkMail Microsoft Exchange、Microsoft Office 365、G Suite Basic (以前の名称
は Google Apps for Work) などのプラットフォームからパートナー。パートナーの詳細については、「」
を参照してください。アマゾン WorkMail 機能。
トピック
• ステップ 1: Amazon でユーザーを作成または有効化する WorkMail (p. 48)
• ステップ 2: Amazon Migrating to WorkMail (p. 48)
• ステップ 3: Amazon への移行を完了する WorkMail (p. 49)

ステップ 1: Amazon でユーザーを作成または有効化す
る WorkMail
ユーザーを移行する前に、Amazon のユーザーを追加する必要があります WorkMail メールボックスをプ
ロビジョニングします。詳細については、「ユーザーの作成 (p. 107)」を参照してください。

ステップ 2: Amazon Migrating to WorkMail
あなたは誰とでも作業できますAWSAmazon に移行するには、移行パートナーを使用します WorkMail。
プロバイダーの詳細については、「」を参照してください。アマゾン WorkMail特徴。
メールボックスを移行するには、専任の Amazon を作成する WorkMail 移行管理者として行動するユー
ザー。次の手順では、組織内のすべてのメールボックスにアクセスするアクセス許可を、このユーザーに
付与します。

移行管理者を作成するには
1.

次のいずれかを実行します。
• アマゾンで WorkMail console で、移行管理者となる新しいユーザーを作成します。詳細について
は、「ユーザーの作成 (p. 107)」を参照してください。
• Active Diリの移行管理者となる新しいユーザーを作成し、そのユーザーに対してAmazonを有効にし
ます。 WorkMail。詳細については、「既存ユーザーの有効化 (p. 108)」を参照してください。

2.

アマゾンで WorkMail コンソールナビゲーションペインで、[] を選択しますOrganizationsをクリック
し、組織の名前を選択します。

3.

選択組織設定、選択移行、それから編集。
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4.

移動移行が有効になりましたスライダをオンの位置にします。

5.

を開く移行管理者をクリックし、ユーザーを選択します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

ステップ 3: Amazon への移行を完了する WorkMail
EメールアカウントをAmazonに移行した後 WorkMailでは、DNS レコードを確認し、デスクトップおよび
モバイルクライアントを設定できます。

Amazon への移行を完了するには WorkMail
1.

すべての DNS レコードが更新されていることと、Amazon が示されていることを確認します。
WorkMail。必要な DNS レコードの詳細については、ドメインの追加 (p. 93) を参照してくださ
い。

Note
DNS レコードの更新処理には数時間かかることがあります。MX レコード変更中に移行元の
メールボックスに新しい項目が表示された場合は、移行ツールを再び実行して、DNS レコー
ドを更新してから新しい項目を移行することができます。
2.

デスクトップおよびモバイルクライアントでAmazonを使用するための設定に関する詳細について
は、 WorkMail「」を参照してください。Microsoft Outlook を Amazon Connect する WorkMail アカウ
ントのアマゾン WorkMail ユーザーガイド。

Amazon 間の相互運用性 WorkMail と Microsoft
Exchange
Amazon 間の相互運用性 WorkMail Microsoft Exchange Server を使用すると、メールボックスを Amazon
に移行する場合に、ユーザーへの負担を最小限に抑えることができます。 WorkMail、または Amazon を
使う WorkMail 会社のメールボックスのサブセット用。
この相互運用性により、どちらの環境のメールボックスにも同じ企業ドメインを使用することができま
す。これにより、ユーザーはカレンダーの空き時間情報を双方向に共有して会議をスケジュールできま
す。

前提条件
Microsoft Exchange を使用して相互運用性を実現するには、以下を実行します。
• 1 人以上のユーザーが Amazon で有効になっていることを確認します WorkMail これは、Microsoft
Exchange の可用性設定を構成するために必要です。ユーザーを有効にするには、ユーザーの E メール
ルーティングを有効にする (p. 59) の手順に従います。
• アクティブディレクトリ (AD) Connector をセットアップします。オンプレミスディレクトリに AD
Connector をセットアップすると、ユーザーは既存の社内認証情報を引き続き使用できます。詳細につ
いては、次を参照してください。AD Connector の設定そしてAmazon WorkMail をオンプレミスのディ
レクトリの使用。
• Amazon をセットアップする WorkMail 組織。Amazon Amazon を作成する WorkMail 設定した AD
Connector を使用する組織。
• Amazon に企業ドメインを追加する WorkMail 組織を作成し、Amazonでそれらを検証します WorkMail
console. それ以外の場合、このエイリアスに送信される E メールはバウンスします。詳細について
は、ドメインの使用を参照してください。
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• メールボックスをAmazonに移行する WorkMailユーザーはプロビジョニングしたり、オンプレミス環境
から Amazon にメールボックスを移行したりできます。 WorkMail。詳細については、次を参照してく
ださい。既存のユーザーを有効にする「」を参照してくださいAmazon への移行 WorkMail。

Note
Amazon を示すように DNS レコードを更新しないでください WorkMail。これにより、2 つの
環境間で相互運用性が必要とされる限り、Microsoft Exchange は受信メールのプライマリサー
バーとして維持されます。
• アクティブディレクトリのユーザープリンシパル名 (UPN) が、ユーザーのプライマリ SMTP アドレス
と一致していることを確認します。
アマゾン WorkMail は、HTTPS リクエストを Exchange Web Services (EWS) URL に送信し、カレンダー
の空き時間情報を取得します。
EWS ベースの可用性プロバイダー向け、Amazon WorkMail は、HTTPS リクエストを Exchange Web
Services (EWS) URL に送信し、カレンダーの空き時間情報を取得します。したがって、次の前提条件は
EWS ベースの可用性プロバイダーにのみ適用されます。
• 該当するファイアウォール設定が、インターネットからアクセスできるようにセットアップされている
ことを確認します。HTTPS リクエストのデフォルトポートは、ポート 443 です。
• アマゾン WorkMail では、有効な認証局 (CA) によって署名された証明書がお客様の Microsoft Exchange
環境で使用できる場合にのみ、Microsoft Exchange の EWS URL に HTTPS リクエストを正常に送信し
ます。詳細については、Microsoft Exchange ドキュメントウェブサイトの認定権限の Exchange Server
証明書リクエストを作成するを参照してください。
• Microsoft Exchange の EWS で [Basic Authentication] (基本的な認証) を有効にする必要があります。詳
細については、次を参照してください。仮想ディレクトリ: Exchange 2013Microsoft MVP アワードプロ
グラムのブログに掲載されています。

ドメインを追加してメールボックスを有効にする
企業ドメインを Amazon に追加する WorkMail E メールアドレスで使用できるようにします。ドメインが
Amazon に追加されたことを確認する WorkMail 検証済みであり、ユーザーやグループが Amazon のメー
ルボックスをプロビジョニングできるようにします。 WorkMail。Amazon ではリソースを有効にできませ
ん WorkMail 相互運用性モード中、Amazon で再作成する必要があります WorkMail 相互運用性モードを無
効にした後。ただし、相互運用性モード中は、以前と同様、会議を設定できます。Microsoft Exchange の
リソースは、常にUsersAmazon のタブ WorkMail。
• 詳細については、ドメインの追加、既存ユーザーの有効化、および既存グループの有効化を参照してく
ださい。

Note
Microsoft Exchange を使用して相互運用性を確保するために、Amazon レコードを示すように
DNS レコードを更新しないでください。 WorkMail レコード。2 つの環境間で相互運用性が必要
とされる限り、Microsoft Exchange は受信メールのプライマリサーバーとして維持されます。

相互運用性を有効にする
Amazonを作成していない場合 WorkMail 組織、パブリック API を使用して新しい WorkMail 相互運用性
モードが有効になっている組織。
Amazon をすでにお持ちの場合 WorkMail Active Directory にリンクされた AD Connector を持つ組織
で、Microsoft Exchange も所有している場合は、AWS Support既存のAmazonでMicrosoft Exchangeの相互
運用性を可能にするための支援 WorkMail 組織。
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Microsoft Exchange と Amazon のサービスアカウント
を作成する WorkMail
Note
Exchange がカスタム可用性プロバイダーのバックエンドとして使用されていない場
合、Exchange でサービスアカウントを作成する必要はありません。
カレンダーの空き時間情報にアクセスするには、Microsoft Exchange と Amazon の両方でサービスアカウ
ントを作成します。 WorkMail。Microsoft Exchange のサービスアカウントは、Microsoft Exchange のユー
ザーを指し、他の Exchange ユーザーのカレンダーの空き時間情報にアクセスすることができます。アク
セス権はデフォルトで付与されています。それで、特別なアクセス許可は必要ありません。
同様に、アマゾン WorkMail サービスアカウントはAmazonの任意のユーザーです WorkMail 他の Amazon
のカレンダーの空き時間情報にアクセスする WorkMail ユーザー。この許可もデフォルトで付与されま
す。Amazon を作成する必要があります WorkMail オンプレミスディレクトリのユーザーを作成し、その
ユーザーユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー WorkMail、Amazonを統合する
WorkMail AD Connectorをディレクトリに追加します。

相互運用性モードの制約事項
組織が相互運用性モードの場合、Exchange 管理センターを使用して、すべてのユーザー、グループ、リ
ソースを管理する必要があります。Amazon を有効にする WorkMail ユーザーとグループの場合、を使用
します。AWS Management Console。詳細については、既存ユーザーを有効にするおよび既存グループを
有効にするを参照してください。
Amazonでユーザーまたはグループを有効にする場合 WorkMailの場合、該当のユーザーおよびグループの
E メールアドレスやエイリアスは編集できません。また、Exchange 管理者センターから設定する必要が
あります。アマゾン WorkMail は、4 時間ごとにディレクトリの変更を同期します。
Amazon でリソースを作成したり有効にしたりすることはできません WorkMail 相互運用性モードの間。
ただし、Exchange リソースはすべて、Amazon で利用できます。 WorkMail アドレス帳であり、いつもの
ように会議のスケジュール管理に使用できます。

Amazon の可用性設定を設定する WorkMail
Amazon の可用性設定を設定する WorkMail 外部システムへのクエリを可能にし、予定表機能を提供し、
予定表の空き時間情報を取得します。アマゾン WorkMail は、リモートシステムから空き時間情報を取得
する 2 つのモードをサポートしています。
• Exchange ウェブサービス (EWS)— この構成では、Amazon WorkMail Exchangeサーバーまたは別の
サーバーを照会します WorkMail EWSプロトコルを使用した可用性情報の組織。これは最も単純な構成
ですが、ExchangeサーバーのEWSエンドポイントにパブリックインターネット経由でアクセスできる
必要があります。
• カスタム可用性プロバイダー (CAP)— この設定では、管理者は AWS Lambda 関数を設定して、特定の
E メールドメインのユーザー可用性情報を取得できます。お使いの E メールサーバープラットフォーム
に応じて、Amazon で CAP を使用する WorkMail には次のような利点があります。
• ファイアウォールを開放しなくても、社内 EWS からユーザーの可用性を得ることができます。
WorkMail。
• Google Workspace（旧称 G Suite）など、Exchange 以外のシステムや EWS 以外のシステムから
ユーザーの空き状況を取得します。
トピック
• EWS ベースの可用性プロバイダーを構成する (p. 52)
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• カスタム可用性プロバイダの構成 (p. 52)
• カスタム可用性プロバイダー Lambda 関数の構築 (p. 53)

EWS ベースの可用性プロバイダーを構成する
コンソールで EWS ベースの可用性設定を構成するには、以下の手順を実行します。
1.

Amazon WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。そうするためには、リージョンの選択リストで、
検索ボックスの右側にあり、目的のリージョンを選択します。詳細については、「Amazon Web
Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択しますOrganizationsをクリックし、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します組織設定[] を選択し、[] を選択します。相互運用性タブ。

4.

選択可用性設定を追加するをクリックし、以下の情報を入力します。
• タイプ— [EWS] を選択します。
• ドメイン— 対象のドメイン WorkMail は、この構成を使用して可用性情報のクエリを試みます。
• ニュース URL— アマゾン WorkMail は、この URL を EWS エンドポイントに照会します。フレー
ムワークの使用の詳細については、EWS URL の取得 (p. 52)このガイドの「」セクションを参照
してください。
• ユーザーのメールアドレス— ユーザーの E メールアドレス WorkMail は、EWS エンドポイントへ
の認証に使用されます。
• パスワード— パスワード WorkMail は、EWS エンドポイントへの認証に使用されます。

5.

[Save] (保存) を選択します。

EWS URL の取得
Microsoft Outlook を使用して Exchange の EWS URL を取得するには、以下の手順を実行します。
1.

Exchange 環境のユーザーで Windows の Microsoft Outlook にログインします。

2.

[Ctrl] キーを押したまま、タスクバーの Microsoft Outlook アイコンのコンテキスト (右クリック) メ
ニューを開きます。

3.

選択E-mail AutoConfiguration。

4.

Microsoft Exchange ユーザーの E メールアドレスとパスワードを入力し、[Test] (テスト) を選択しま
す。

5.

結果ウィンドウから、[Availability Service URL] (可用性サービス URL) の値をコピーします。

を使用して交換する EWS URL を取得するには PowerShell、で PowerShell プロンプトで、次のコマンド
を実行します。
Get-WebServicesVirtualDirectory |Select name, *url* | fl
AmazonのEWS URLを取得するには WorkMail、まず、下の EWS ドメインを見つけますアマゾ
ン WorkMail エンドポイントとクォータ。EWS URL を入力 —https://"EWS domain"/EWS/
Exchange.asmx「EWS ドメイン」を EWS ドメインに置き換えます。

カスタム可用性プロバイダの構成
カスタム可用性プロバイダ (CAP) を構成するには、以下の手順を実行します。
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1.

Amazon WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。そうするためには、リージョンの選択リストで、検索
ボックスの右側にあり、目的のリージョンを選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択しますOrganizationsをクリックし、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションパネルで、[] を選択します組織設定[] を選択します相互運用性。

4.

選択可用性設定を追加するをクリックし、以下の情報を入力します。
• タイプ— 選択CAP Lambda。
• ドメイン— 対象のドメイン WorkMail は、この構成を使用して可用性情報のクエリを試みます。
• ARN— 可用性情報を提供する Lambda 関数の ARN。

CAP Lambda 関数を構築する方法については、「」を参照してください。カスタム可用性プロバイダー
Lambda 関数の構築 (p. 53)。

カスタム可用性プロバイダー Lambda 関数の構築
カスタム可用性プロバイダー (CAP) は、明確に定義された JSON スキーマで記述された JSON ベースの
リクエストおよびレスポンスプロトコルで構成されます。Lambda 関数はリクエストを解析し、有効なレ
スポンスを提供します。
トピック
• リクエストとレスポンスの要素 (p. 53)
• アクセス権の付与 (p. 58)
• Amazon の例 WorkMail CAP Lambda 関数を使用する (p. 58)

リクエストとレスポンスの要素
リクエストの要素
Amazon の CAP を設定するために使用するサンプルリクエストを以下に示します。 WorkMail ユーザー:
{

}

"requester": {
"email": "user1@internal.example.com",
"userName": "user1",
"organization": "m-0123456789abcdef0123456789abcdef",
"userId": "S-1-5-18",
"origin": "127.0.0.1"
},
"mailboxes": [
"user2@external.example.com",
"unknown@internal.example.com"
],
"window": {
"startDate": "2021-05-04T00:00:00.000Z",
"endDate": "2021-05-06T00:00:00.000Z"
}

リクエストは 3 つのセクションで構成されています。依頼者,メールボックス, および窓。これらに関して
以下で説明されていますリクエスタ (p. 54),メールボックス (p. 54), およびWindow (p. 54)このガ
イドのセクションを参照してください。
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リクエスタ
-依頼者セクションには、Amazonに最初のリクエストを行ったユーザーに関する情報が表示されます
WorkMail。CAP は、この情報を使用してプロバイダーの動作を変更します。たとえば、このデータを使用
して、バックエンド可用性プロバイダーで同じユーザーを偽装したり、特定の詳細を応答から省略したり
できます。
フィールド

説明

必須

Email

リクエスタのプライマリ電子
メールアドレス。

はい

Username

リクエスタのユーザー名。

はい

Organization

リクエスタの組織 ID。

はい

UserID

リクエスタ ID。

はい

Origin

リクエストのリモートアドレ
ス。

いいえ

Bearer

将来の利用のために予約されて
います。

いいえ

メールボックス
-メールボックスセクションには、可用性情報が要求されるユーザーの電子メールアドレスのカンマ区切り
リストが含まれています。

Window
-窓セクションには、空き時間情報が要求される時間枠が含まれます。両方startDateそし
てendDateUTC で指定され、RFC 3339。イベントは切り捨てられることは想定されていません。言い換
えれば、定義されたStartDateでは、元の開始が使用されます。

レスポンス要素
アマゾン WorkMail は CAP Lambda 関数からの応答を得るまで 25 秒間待機します。25秒後、アマ
ゾン WorkMail 関数が失敗したと想定し、EWS 内の関連するメールボックスのエラーを生成します
GetUserAvailabilityレスポンス。これは全体を引き起こすわけではありません GetUserAvailability 操作が失
敗する。
以下は、このセクションの冒頭で定義した設定からの応答の例です。
{

"mailboxes": [{
"mailbox": "user2@external.example.com",
"events": [{
"startTime": "2021-05-03T23:00:00.000Z",
"endTime": "2021-05-04T03:00:00.000Z",
"busyType": "BUSY"|"FREE"|"TENTATIVE",
"details": { // optional
"subject": "Late meeting",
"location": "Chime",
"instanceType": "SINGLE_INSTANCE"|"RECURRING_INSTANCE"|"EXCEPTION",
"isMeeting": true,
"isReminderSet": true,
"isPrivate": false
}
}],
"workingHours": {
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"timezone": {
"name": "W. Europe Standard Time"
"bias": 60,
"standardTime": { // optional (not needed for fixed offsets)
"offset": 60,
"time": "02:00:00",
"month":
"JAN"|"FEB"|"MAR"|"APR"|"JUN"|"JUL"|"AUG"|"SEP"|"OCT"|"NOV"|"DEC",
"week": "FIRST"|"SECOND"|"THIRD"|"FOURTH"|"LAST",
"dayOfWeek": "SUN"|"MON"|"TUE"|"WED"|"THU"|"FRI"|"SAT"
},
"daylightTime": { // optional (not needed for fixed offsets)
"offset": 0,
"time": "03:00:00",
"month":
"JAN"|"FEB"|"MAR"|"APR"|"JUN"|"JUL"|"AUG"|"SEP"|"OCT"|"NOV"|"DEC",
"week": "FIRST"|"SECOND"|"THIRD"|"FOURTH"|"LAST",
"dayOfWeek": "SUN"|"MON"|"TUE"|"WED"|"THU"|"FRI"|"SAT"
},
},
"workingPeriods":[{
"startMinutes": 480,
"endMinutes": 1040,
"days": ["SUN"|"MON"|"TUE"|"WED"|"THU"|"FRI"|"SAT"]
}]
}
},{
"mailbox": "unknown@internal.example.com",
"error": "MailboxNotFound"
}]

}

レスポンスは、単一のメールボックスセクションは、メールボックスのリストで構成されます。可用性
が正常に取得された各メールボックスは、次の 3 つのセクションで構成されます。メールボックス,イベ
ント, および労働時間。可用性プロバイダーがメールボックスの可用性情報を取得できなかった場合、
セクションは次の 2 つのセクションで構成されます。メールボックスそしてエラー。これらに関して
以下で説明されていますメールボックス (p. 55),イベント (p. 55),勤務時間 (p. 56),タイムゾー
ン (p. 56),作業期間 (p. 57), およびエラー (p. 57)このガイドのセクションを参照してください。

メールボックス
-メールボックスセクションは、メールボックスリクエストのセクション。

イベント
-イベントセクションは、要求されたウィンドウで発生するイベントのリストです。各イベントは以下のパ
ラメータで定義されます。
フィールド

説明

必須

startTime

イベントの開始時刻 (UTC) で、
次に従ってフォーマットされま
す。RFC 3339。

はい

endTime

イベントの終了時刻 (UTC) で、
次に従ってフォーマットされま
す。RFC 3339。

はい

busyType

イベントのビジータイ
プ。Busy、Free、または
Tentative のいずれかを設定で
きます。

はい
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フィールド

説明

必須

details

イベントの詳細。

いいえ

details.subject

イベントの件名

はい

details.location

イベントの場所。

はい

details.instanceType

イベントのインスタンスタイ
はい
プ。Single_Instance、Recurring_Instance、
または Exception のいずれか
を設定できます。

details.isMeeting

イベントに参加者がいるかどう
かを示すブール値。

はい

details.isReminderSet

イベントにリマインダーが設定
されているかどうかを示すブー
ル値。

はい

details.isPrivate

イベントがプライベートに設定
されているかどうかを示すブー
ル値。

はい

勤務時間
-勤務時間セクションでは、メールボックスの所有者の稼働時間についての情報が含まれています。これに
は 2 つのセクションがあります。timezoneそして就業期間。

タイムゾーン
-timezoneサブセクションでは、メールボックスの所有者のタイムゾーンについて説明します。リクエスタ
が別のタイムゾーンで働いている場合は、ユーザーの勤務時間を正しく表示することが重要です。可用性
プロバイダーは、名前を使用するのではなく、タイムゾーンを明示的に記述する必要があります。標準化
されたタイムゾーンの説明を使用すると、タイムゾーンの不一致を防ぐことができます。
フィールド

説明

必須

name

タイムゾーンの名前。

はい

bias

GMT からの既定のオフセット
(分)。

はい

standardTime

指定したタイムゾーンの標準時
間の開始。

いいえ

daylightTime

指定したタイムゾーンの夏時間
の開始。

いいえ

どちらかを定義する必要がありますstandardTimeそしてdaylightTime、または両方を省略します。[]
のフィールドstandardTimeそしてdaylightTimeオブジェクトは次のとおりです。
フィールド

説明

許可された値

offset

既定のオフセットに対するオフ
セット (分単位)。

NA
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フィールド

説明

許可された値

time

標準時と夏時間の間の遷移が発
生する時刻。次のように指定し
ます。hh:mm:ss。

NA

month

標準時と夏時間の間の移行が行
われる月。

JAN,FEB, MAR, APR, JUN, JUL,
AUG, SEP, OCT, NOV, DEC

week

標準時と夏時間の間の移行が発
生する、指定された月内の週。

FIRST, SECOND, THIRD,
FOURTH, LAST

dayOfWeek

標準時と夏時間の間で移行す
る、指定された週内の日。

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI,
SAT

作業期間
-就業期間セクションには、1 つ以上の稼働期間オブジェクトが含まれています。各期間は、1 日以上の就
業日の開始日と終了日を定義します。
フィールド

説明

許可された値

startMinutes

午前 0 時からの営業日の開始 (分
単位)。

NA

endMinutes

午前0時からの営業日の終わり
（分単位）。

NA

days

この期間が適用される日。

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI,
SAT

エラー
-エラーフィールドには、任意のエラーメッセージを含めることができます。次の表に、よく
知られているコードと EWS エラーコードのマッピングを示します。他のすべてのメッセージ
はERROR_FREE_BUSY_GENERATION_FAILED。
値

EWS エラーコード

MailboxNotFound

ERROR_MAIL_RECIPIENT_NOT_FOUND

ErrorAvailabilityConfigNotFound
ERROR_AVAILABILITY_CONFIG_NOT_FOUND
ErrorServerBusy

ERROR_SERVER_BUSY

ErrorTimeoutExpired

ERROR_TIMEOUT_EXPIRED

ErrorFreeBusyGenerationFailed
ERROR_FREE_BUSY_GENERATION_FAILED
ErrorResponseSchemaValidation
ERROR_RESPONSE_SCHEMA_VALIDATION
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アクセス権の付与
から、次の Lambda コマンドを実行しますAWS Command Line Interface(AWS CLI). このコマンド
は、CAP を解析する Lambda 関数にリソースポリシーを追加します。この機能により、Amazonは
WorkMail 可用性サービスを使用して、Lambda 関数を呼び出します。
aws lambda add-permission \
--region LAMBDA_REGION \
--function-name CAP_FUNCTION_NAME \
--statement-id AllowWorkMail \
--action "lambda:InvokeFunction" \
--principal availability.workmail.WM_REGION.amazonaws.com \
--source-account WM_ACCOUNT_ID \
--source-arn arn:aws:workmail:WM_REGION:WM_ACCOUNT_ID:organization/ORGANIZATION_ID

コマンドで、指示された場所に次のパラメータを追加します。
• LAMBDA_REGION— CAP Lambda がデプロイされているリージョンの名前。例えば、us-east-1で
す。
• CAP_FUNCTION_NAME— CAP Lambda 関数の名前。

Note
これは、CAP Lambda 関数の名前、エイリアス、または部分的または完全な ARN のいずれか
になります。
• REGION_WM— Amazonが販売されているリージョンの名前 WorkMail 組織によって Lambda 関数が呼び
出されます。

Note
CAP で使用できるリージョンは以下のみです。
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)
• ACCOUNT_ID— 組織アカウントの ID。
• ORGANIZATION_ID— CAP Lambda を呼び出す組織の ID。たとえば、組織 ID:
m-934ebb9eb57145d0a6cab566ca81a21f などです。

Note
LAMBDA_REGIONそしてREGION_WMは、クロスリージョンコールが必要な場合にのみ異なりま
す。クロスリージョンコールが不要な場合は、同じになります。

Amazon の例 WorkMail CAP Lambda 関数を使用する
アマゾンの一例として WorkMail CAP Lambda 関数を使用して EWS エンドポイントをクエリする。こ
ちらを参照してくださいAWSサンプルアプリケーションでAmazon のサーバーレスアプリケーション
WorkMail GitHub 倉庫。

Microsoft Exchange の可用性設定を設定する
有効なユーザーのカレンダーの空き時間情報リクエストをすべて、Amazon にリダイレクトするに
は、1,000 ユーザー万ユーザー万ユーザー WorkMailで、Microsoft Exchange で可用性アドレススペースを
設定します。
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以下のを使用します PowerShell コマンドを使用してアドレス空間を作成します。
$credentials = Get-Credential

コマンドプロンプトに、Amazon の認証情報を入力します WorkMail サービスアカウント。ユーザーネー
ムは domain\username (例: orgname.awsapps.com\workmail_service_account_username) と
入力します。ここ、orgnameは Amazon の名前を表します WorkMail 組織。詳細については、「Microsoft
Exchange と Amazon のサービスアカウントを作成する WorkMail (p. 51)」を参照してください。
Add-AvailabilityAddressSpace -ForestName orgname.awsapps.com -AccessMethod OrgWideFB Credentials $credentials

詳細については、次を参照してください。追加-AvailabilityAddressSpaceマイクロソフトドキュメントに掲
載されています。

Microsoft Exchange と Amazon 間の E メールルー
ティングを有効にする WorkMail ユーザー
Microsoft Exchange Server と Amazon 間の E メールルーティングを使用 WorkMailの場合、ユーザーは
Amazon に移行した後も既存の E メールアドレスを保持できます WorkMail。電子メールルーティングを使
用すると、Microsoft Exchange Server を組織の受信電子メールのプライマリ SMTP (簡易メール転送プロ
トコル) サーバーとして維持できます。
E メールルーティングを使用する前に、以下の前提ユーザー:を完了する必要があります。
• 組織の相互運用性モードを有効にします。詳細については、「相互運用性を有効にする (p. 50)」を参
照してください。
• Amazonにドメインが表示されていることを確認する WorkMail console.
• Microsoft Exchange Server を使用して、インターネットで E メールを送信できることを確認します。送
信コネクタの設定が必要になる場合があります。送信コネクタの詳細については、「」を参照してくだ
さい。インターネットにメールを送信するための送信コネクタを Exchange Server に作成するMicrosoft
のドキュメントを参照してください。

ユーザーの E メールルーティングを有効にする
まず、テストユーザーで次の手順を実行してから、組織に変更を適用することをお勧めします。
1. ユーザーアカウントを有効にするAmazon に移行していること WorkMail。詳細については、既存ユー
ザーの有効化を参照してください。
2. アマゾンで WorkMail コンソールで、有効なユーザーに関連付けられている E メールアドレスが 2 つ以
上あることを確認します。
• <workmailuser@orgname.awsapps/>(このメールアドレスは自動的に追加されるため、テストで
使用できますMicrosoft Exchange なしで。)
• <workmailuser@yourdomain.com>これは自動的に追加され、Microsoft Exchange のプライマリ
アドレスです。)
詳細については、ユーザーの E メールアドレスの編集を参照してください。
3. Microsoft Exchange のメールボックスからすべてのデータが Amazon のメールボックスに移行されるこ
とを確認します。 WorkMail。詳細については、次を参照してください。Amazon への移行 WorkMail。
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4. すべてのデータが移行されたら、Microsoft Exchange のユーザーのメールボックスを無効にします。次
に、Amazon を参照する外部の SMTP アドレスを持つメールユーザー (またはメールが有効なユーザー)
を作成します。 WorkMail。これを行うには、Exchange 管理シェルで次のコマンドを使用します。

Important
以下のステップを実行すると、メールボックスの内容は削除されます。データが Amazon に
移行されていることを確認します WorkMail E メールルーティングを有効にする前に。一部の
メールクライアントやめないAmazon へのシームレスな切り替え WorkMail このコマンドを実
行すると。詳細については、「メールクライアントの設定 (p. 61)」を参照してください。
$old_mailbox = Get-Mailbox exchangeuser

Disable-Mailbox $old_mailbox

$new_mailuser = Enable-MailUser $old_mailbox.Identity ExternalEmailAddress workmailuser@orgname.awsapps.com -PrimarySmtpAddress
$old_mailbox.PrimarySmtpAddress

Set-MailUser $new_mailuser -EmailAddresses $old_mailbox.EmailAddresses HiddenFromAddressListsEnabled $old_mailbox.HiddenFromAddressListsEnabled

上記のコマンドでは、orgnameは Amazon の名前を表します WorkMail 組織。詳細については、次を参
照してください。メールボックスの無効化そしてメールユーザーの有効化Microsoft TechNet。
5. テストメールをユーザーに送信します (上記の例では、workmailuser@yourdomain.com). E メー
ルルーティングが正常に有効になったら、ユーザーは、Amazon にログインできるようになります。
WorkMail メールボックスを開き、電子メールを受信します。

Note
Microsoft Exchange では、受信メールのプライマリサーバーを好きなだけ維持して、2 つの環
境間の相互運用性を確保できます。Microsoft Exchange を使用して相互運用性を確保するため
に、Amazon レコードを示すように DNS レコードを更新しないでください。 WorkMail まで後。

セットアップ後の設定
上記のステップでは、ユーザーのメールボックスは Microsoft Exchange Server から Amazon に移動され
ます。 WorkMailを使用しており、ユーザーは連絡先として Microsoft Exchange に残ります。移行後の
ユーザーは外部メールのユーザーになったため、Microsoft Exchange Server によって制約事項が追加され
ます。移行を完了するには、追加の構成要件がある場合もあります。
• デフォルトでは、ユーザーは E メールをグループに送信できない場合があります。この機能を有効にす
るには、すべてのグループのホワイトリストに該当ユーザーを追加する必要があります。詳細について
は、次を参照してください。配信管理Microsoft TechNet。
• リソースを予約できない場合があります。この機能を有効にするに
は、ProcessExternalMeetingMessagesユーザーがアクセスする必要のあるすべてのリソースのう
ち。詳細については、次を参照してください。セット-CalendarProcessingMicrosoft TechNet。
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メールクライアントの設定
一部のメールクライアントは Amazon にシームレスに切り替えない WorkMail。これらのクライアントで
は、さらにセットアップステップを実行する必要があります。実行するアクションは、メールクライアン
トによって異なります。
• Windows の Microsoft Outlook — Outlook を再起動します。起動時に、元のメールボックス、または一
時的なメールボックスを使用するかを選択する必要があります。一時メールボックスオプションを選択
します。次に、Microsoft Exchange メールボックスを設定し直します。。
• MacOS の Microsoft Outlook —Outlook を再起動すると、次のメッセージが表示されます。Outlook が
サーバーにリダイレクトされましたorgname.awsapps.com。このサーバーを使用して設定しますか? 提
案を許可します。
• iOS の Mail — このメールアプリケーションでは、E メールの受信が停止し、メールが届かないというエ
ラーが表示される。Microsoft Exchange メールボックスを再作成し、設定し直します。

相互運用性モードを無効にし、メールサーバーを廃
棄する
Amazon 用の Microsoft Exchange メールボックスを構成した後 WorkMailでは、相互運用性モードを無効
にできます。ユーザーやレコードを移行していない場合は、相互運用性モードを無効にしても、設定には
影響ありません。

Warning
相互運用性モードを無効にする前に、必要なすべてのステップが完了していることを確認しま
す。これに失敗すると、E メールがバユーザー、意図しない動作が生じる場合があります。移行
が完了していない場合に相互運用性を無効にすると、移行が中断する場合があります。このオペ
レーションは元に戻すことができません。

相互運用性モードのサポートを無効にするには
1.

Amazon WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizationsをクリックし、相互運用性モードを無効に
する組織を選択します。

3.

[]組織設定、選択相互運用モードを無効にします。

4.

左相互運用モードを無効にします[] ダイアログボックスで、組織の名前を入力して、相互運用モード
を無効にします。

相互運用性のサポートが無効になった後、Amazon で有効になっていないユーザーやグループ、 WorkMail
によって、アドレス帳から削除されます。欠落したユーザーやグループは、引き続き Amazon を使用
して有効にすることができます WorkMail コンソールにリダイレクトされ、アドレス帳に追加されま
す。Microsoft Exchange のリソースは有効にできないため、以下のステップが完了するまで、アドレス帳
に表示されることはできません。
• Amazon でリソースを作成する WorkMail— Amazonでリソースを作成できます WorkMail をクリック
し、代理および予約オプションをこれらのリソース向けに設定する。詳細については、リソースの使
用を参照してください。
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• を作成する AutoDiscover DNS レコード— AutoDiscover 組織内のすべてのメールドメインの DNS レ
コード。これにより、ユーザーは自分のAmazonに接続できます WorkMail Microsoft Outlook および
モバイルクライアントからのメールボックス。詳細については、次を参照してください。を使用する
AutoDiscover エンドポイントを設定する。
• MX DNS レコードを Amazon に切り替える WorkMail— すべての受信メールをAmazonに配信するため
WorkMail、MX DNS レコードを Amazon に切り替える必要があります WorkMail。DNS レコードへの変
更は、すべての DNS サーバーに伝達されてから最大で 72 時間かかる場合があります。
• メールサーバーを廃止する— すべてのEメールがAmazonに直接ルーティングされていることを確認し
た後 WorkMailのメールサーバーを使用する予定のないユーザーは、廃棄することができます。

トラブルシューティング
最もよく発生するのAmazonに対するソリューション WorkMail 相互運用性と移行エラーを以下に示しま
す。
Exchange Web Services (EWS) URL が無効または接続できない – 適切な EWS URL であることを確認し
ます。詳細については、「Amazon の可用性設定を設定する WorkMail (p. 51)」を参照してください。
EWS 検証時の接続エラー – 一般的なエラーです。以下のような原因が考えられます。
• Microsoft Exchange のインターネット接続がありません。
• ファイアウォールが、インターネットからのアクセスを許可するように設定されていません。ポート
443 (HTTPS リクエストのデフォルトポート) が開いていることを確認します。
インターネット接続とファイアウォール設定を確認してもエラーが解決しない場合は、AWS Support まで
お問い合わせください。
Microsoft Exchange の相互運用性を設定する際のユーザー名とパスワードが無効 – 一般的なエラーです。
以下のような原因が考えられます。
• ユーザー名の形式が正しくありません。次のパターンを使用します。
DOMAIN\username

• お使いの Microsoft Exchange サーバーは、EWS の基本認証用に設定されていません。詳細について
は、次を参照してください。仮想ディレクトリ: Exchange 2013Microsoft MVP アワードプログラムのブ
ログに掲載されています。
ユーザーが winmail.dat 添付ファイル付きのメールを受信する— 暗号化された S/MIME E メールが
Exchange から Amazon に送信される場合に発生することがあります。 WorkMailOutlook 2016 for Macま
たはIMAPクライアントで取得されました。Exchange の管理シェルで次のコマンドを実行します。
Set-RemoteDomain -Identity "Default" -TNEFEnabled $false
上記のポイントを確認したが、エラーが解決しない場合は、「AWS サポート」までお問い合わせくださ
い。

アマゾン WorkMail クォータ
アマゾン WorkMail は、あらゆる規模の企業のお客様が使用。クォータの設定を変更しなくても、ほとん
どのユースケースがサポートされていますが、この製品の不正使用からお客様のユーザーとインターネッ
トを保護するために、お客様によっては、AWS が設定したクォータが適用される場合があります。このセ
クションでは、これらのクォータとそれらの変更方法について説明します。
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クォータ値には、変更できるものと、変更できないハードクォータがあります。クォータの引き上げリク
エストの詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの AWS サービスクォータを参照し
てください。

アマゾン WorkMail の組織とユーザーのクォータ
Amazon には最大 25 人のユーザーを追加できます WorkMail 組織の 30 日間の無料トライアル期間をご利
用いただけます。この期間の終了後、Amazon ユーザー 1,000 ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー
万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー万ユーザー WorkMail アカウント.
これらのクォータの評価時、別のユーザーに送信されるすべてのメッセージが考慮されます。これに
は、E メール、会議出席依頼、会議出席依頼の返信、仕事依頼のほか、ルールの結果として自動的に転送
またはリダイレクトされるメッセージも含まれます。

Note
特定の組織のクォータの引き上げをリクエストする場合は、リクエストに組織名を含める必要が
あります。
リソース

デフォルトのクォータ

変更リクエストの上限

アマゾン WorkMail 組織あたり
AWSアカウント

100

組織のディレクトリタイプに
基づいて増やすことができま
す。AWS Directory Service
クォータと引き上げリクエスト
は、AWS Directory Service コン
ソールで表示できます。詳細に
ついては、AWS 全般のリファ
レンスガイドのサービスクォー
タを参照してください。

Amazon 1 あたりのユーザー数
WorkMail 会社

1,000

組織のディレクトリのタイプに
応じて引き上げることができま
す。
• アマゾン WorkMail ディレクト
リ: 最大 1,000 万ユーザー
• Simple AD または AD
Connector (ラージ): 最大 5,000
ユーザー*
• Simple AD または AD
Connector (スモール): 最大
500 ユーザー*
• マイクロソフト広告、主催
AWS Directory Service: 1,000
ユーザーユーザーユーザー
ユーザーユーザーユーザー
ユーザーユーザーユーザー
ユーザーユーザーユーザー
ユーザーユーザーユーザー
ユーザーユーザー
* Simple AD または AD
Connector を使用している場合、
詳細については AWS Directory
Service を参照してください。
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リソース

デフォルトのクォータ

変更リクエストの上限

無料トライアルユーザー数

最初の 30 日間で最大 25 ユー
ザー

無料トライアル期間はいずれか
の組織の最初の 25 ユーザーにの
み適用されます。その他のユー
ザーは無料トライアル期間の対
象にはなりません。

宛先として指定される 1 日あた
りの受取人の数 (AWS アカウン
トごと)

組織外の 100,000 人の受取人 (組
織内の受取人にハードクォータ
はありません)

上限はありません。ただ
し、Amazon WorkMail はビジ
ネス E メールサービスであり、
バルク E メールサービスとし
ての使用を想定していません。
バルク E メールサービスにつ
いては、Amazon SES または
Amazon Pinpoint を参照してくだ
さい。

いずれかのテストドメインを使
用して宛先として指定される 1
日あたりの受取人の数 (AWS ア
カウントごと)

組織内外に関係なく 200 受信者

テストメールドメインは長期間
の使用を想定していません。独
自のドメインを追加してデフォ
ルトのドメインとして使用する
ことをお勧めします。

グループの基盤となるディレクトリによって設定されます。

WorkMail 組織の設定クォータ
リソース

デフォルトのクォータ

Amazon 1 あたりのドメイン数 WorkMail 会社

1,000
これはハードクォータであり、変更できません。

ルールあたりの E メールフロールールの送信者パ
ターンの数

250

組織あたりの E メールフロールールの送信者パ
ターンの数

1,000

これはハードクォータであり、変更できません。

これはハードクォータであり、変更できません。

ユーザーごとのクォータ
これらのクォータの評価時、別のユーザーに送信されるすべてのメッセージが考慮されます。これに
は、E メール、会議出席依頼、会議出席依頼の返信、仕事依頼のほか、ルールの結果として自動的に転送
またはリダイレクトされるメッセージも含まれます。
リソース

デフォルトのクォータ

変更リクエストの上限クォータ

メールボックスの最大サイズ

50 GB

該当しない

これはハードクォータであり、
変更できません。
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リソース

デフォルトのクォータ

変更リクエストの上限クォータ

ユーザーあたりの最大エイリア
ス数

100

該当しない

独自のドメインを使用して宛先
として指定される 1 日あたりの
受信者の数 (ユーザーごと)

組織外の 10,000 人の受取人 (組
織内の受信者にハードクォータ
はありません)

これはハードクォータであり、
変更できません。
上限はありません。ただ
し、Amazon WorkMail はビジ
ネス E メールサービスであり、
バルク E メールサービスとし
ての使用を想定していません。
バルク E メールサービスにつ
いては、Amazon SES または
Amazon Pinpoint を参照してくだ
さい。

メッセージのクォータ
これらのクォータの評価時、別のユーザーに送信されるすべてのメッセージが考慮されます。これに
は、E メール、会議出席依頼、会議出席依頼の返信、仕事依頼のほか、ルールの結果として自動的に転送
またはリダイレクトされるメッセージも含まれます。
リソース

デフォルトのクォータ

受信メッセージの最大サイズ

25 MB
これはハードクォータであり、変更できません。

送信メッセージの最大サイズ

25 MB
これはハードクォータであり、変更できません。

メッセージあたりの受信者の最大数

500
これはハードクォータであり、変更できません。
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組織の使用
アマゾンで WorkMailでは、組織は社内のユーザーの集合を表します。アマゾンで WorkMail コンソール
に、使用可能な組織のリストが表示されます。組織がまだない場合は、Amazon を使用するために組織を
作成する必要があります WorkMail。
トピック
• 組織の作成 (p. 66)
• 組織の削除 (p. 69)
• 組織設定の操作 (p. 70)
• 組織へのタグ付け (p. 88)
• アクセスコントロールルールの使用 (p. 89)
• メールボックス保持ポリシーの設定 (p. 91)

組織の作成
Amazon を使用する WorkMailでは、まず、組織を作成する必要があります。OneAWSアカウントは
Amazon を複数持つことができます WorkMail 組織リファレンス。組織を作成する際は、組織のドメイン
も選択し、ユーザーディレクトリと暗号化の設定を行います。
新しいユーザーディレクトリを作成するか、Amazon を統合する WorkMail 既存のディレクトリを使用
します。Amazonが使える WorkMail オンプレミスの Microsoft Active DirectoryAWS管理対象アクティ
ブディレクトリ、またはSimple AD。オンプレミスディレクトリと統合することで、Amazon で既存の
ユーザーとグループを使用できます WorkMail ユーザーは既存の認証情報でサインインできる。オンプ
レミスディレクトリを使用している場合は、まずで AD Connector をセットアップする必要がありま
す。AWS Directory Service。AD Connector を使用して、ユーザーとグループを Amazon に同期させま
す。 WorkMail アドレス帳を作成し、ユーザー認証要求を実行します。詳細については、AWS Directory
Service 管理ガイドのアクティブディレクトリコネクターを参照してください。
また、次のオプションを選択することもできます。 AWS KMS keyあのアマゾン WorkMail は、メールボッ
クスのコンテンツを暗号化するために使用します。デフォルトを選択することもできます。AWSAmazon
のマネージドマスターキー WorkMail、または既存の KMS キーをAWS Key Management Service(AWS
KMS). 新しい KMS キーの作成については、「」キーの作成のAWS Key Management Serviceデベロッ
パーガイド。としてサインインしている場合AWS Identity and Access Management(IAM) ユーザーの場
合は、自身を KMS キーの主要管理者にします。詳細については、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の「キーの有効化と無効化」を参照してください。
考慮事項
Amazon を作成するときは、次の点に注意してください WorkMail 組織:
• アマゾン WorkMail は現在、複数のアカウントで共有されているマネージド型の Microsoft Active
Directory サービスをサポートしていません。
• Microsoft Exchange と AD Connector を備えたオンプレミスのアクティブディレクトリを使用してい
る場合は、組織の相互運用性設定を構成することをお勧めします。これにより、メールボックスを
Amazonに移行する場合に、ユーザーへの負担を最小限に抑えることができます。 WorkMail、または
Amazonを使う WorkMail 会社のメールボックスのサブセット用です。詳細については、「Amazon 間の
相互運用性 WorkMail と Microsoft Exchange (p. 49)」を参照してください。
• 選択内容無料のテストドメインオプションで、Amazonを使い始めることができます WorkMail提供され
たテストドメインを持つ組織。テストドメインの形式は example.awsapps.com です。テストメールド
メインは Amazon で使用できます WorkMail とサポートされている他のものAWSサービスを Amazon
で有効なユーザーを維持している限り WorkMail 組織。ただし、テストドメインを他の目的で使用する
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ことはできません。テストドメインは、Amazon の場合、他のお客様による登録と使用が可能になりま
す。 WorkMail 組織は、少なくとも 1 人の有効なユーザーを維持していません。
• アマゾン WorkMail はマルチリージョンディレクトリをサポートしていません。
トピック
• 組織の作成 (p. 67)
• 組織の詳細の表示 (p. 68)
• Amazon Amazon Amazon の統合 WorkDocs または WorkSpaces ディレクトリ (p. 68)
• 組織の状態と説明 (p. 68)

組織の作成
Amazon で新しい組織を作成する WorkMail console.

組織を作成するには
1.

Amazon Pift を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、次を参照し
てください。リージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンス。

2.

ナビゲーションバーで [Organization] (組織) を選択します。

3.
4.

[Organizations] (組織) ページが表示され、その組織が表示されます (ある場合)。
[Create organization] (組織の作成) を選択します。
[Email domain] (E メールドメイン) で、組織内の E メールアドレスに使用するドメインを選択しま
す。
• 既存の Route 53 ドメイン — Amazon Route 53 (Route 53) ホストゾーンで管理する既存のドメイン
を選択します。
• 新しい Route 53 ドメイン— Amazon で使用する新しい Route 53 ドメイン名を登録する
WorkMail。
• 外部ドメイン— 外部ドメインネームシステム (DNS) プロバイダで管理する既存のドメインを入力し
ます。

5.
6.
7.

• 無料のテストドメイン— Amazon が提供する無料のテストドメインを使用する WorkMail。アマゾ
ンを探検できます WorkMail テストドメインを使用し、後で組織にドメインを追加します。
(オプション) ドメインが Amazon Route 53 で管理されている場合、Route 53 ホストゾーンで、Route
53 ドメインを選択します。
[Alias] (エイリアス) では、組織の一意のエイリアスを入力します。
[Advanced settings] (詳細設定) を選択し、[User directory] (ユーザーディレクトリ) で、次のいずれか
のオプションを選択します。

8.

• Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon WorkMail ディレクトリ— ユーザーを追加および管理す
るための新しいディレクトリを作成します。
• 既存のディレクトリを使用する — 既存のディレクトリを使用して、オンプレミスの Microsoft ア
クティブディレクトリ、AWS マネージドアクティブディレクトリ、または Simple AD などのユー
ザーを管理します。
[Encryption] (暗号化) で、次のいずれかのオプションを選択します。

9.

• Amazon を使用する WorkMail 管理キー— アカウントに新しい暗号化キーを作成します。
• 既存の KMS キーを使用— で既に作成した既存の KMS キーを使用しますAWS KMS。
[Create organization] (組織の作成) を選択します。
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外部ドメインを使用する場合は、適切なテキスト (TXT) レコードとメールエクスチェンジャー (MX) レ
コードを DNS サービスに追加して検証します。TXT レコードでは、DNS サービスに関するメモを入力で
きます。MX レコードは、受信メールサーバーを指定します。
ドメインを組織のデフォルトとして設定してください。詳細については、ドメインの検証 (p. 96) およ
び デフォルトのドメインの選択 (p. 96) を参照してください。
お客様の組織が [Active] (アクティブ) の場合に、ユーザーを追加し、E メールクライアントを設定できま
す。詳細については、次を参照してください。ユーザーアカウントの管理 (p. 107)そしてAmazon の E
メールクライアントの設定 WorkMail。

組織の詳細の表示
それぞれのアマゾン WorkMail 組織は、組織の詳細ページを表示できます。このページには、組織の情報
が表示されます。この情報には、AWS Command Line Interface。ページ上のメッセージには、未確認のド
メインやユーザー不足など、セットアップと組織化の完了に必要な手順も表示されます。このメッセージ
は、特定の E メールクライアントを設定するための最初のステップも提供します。

組織の詳細を表示するには
1.

ナビゲーションバーで、[Organization] (組織) を選択します。
[Organizations] (組織) ページが表示され、組織が表示されます。

2.

表示する組織を選択します。

Amazon Amazon Amazon の統合 WorkDocs または
WorkSpaces ディレクトリ
Amazon を使用する WorkMail アマゾンと WorkDocs または WorkSpacesで、以下の手順を使用して、互
換性のあるディレクトリを作成します。

互換性のある Amazon を追加するには WorkDocs または WorkSpaces ディレクトリ
1.

Amazon を使用して互換性のあるディレクトリを作成する WorkDocs または WorkSpaces。
a.

2.

アマゾンの場合 WorkDocs 手順、こちらを参照してください。クイックスタートの開始方法のア
マゾン WorkDocs 管理ガイド。
b. を使用する場合 WorkSpaces 手順、こちらを参照してください。Amazon の使用を開始する
WorkSpaces 高速セットアップのアマゾン WorkSpaces 管理ガイド。
アマゾンで WorkMail コンソール、Amazonを作成 WorkMail 組織を作成し、既存のディレクトリを使
用するように選択します。詳細については、「組織の作成 (p. 67)」を参照してください。

組織の状態と説明
組織を作成したら、その組織は以下のいずれかの状態になります。
状態

説明

[Active] (アクティブ)

組織は正常で、使用準備ができています。

[Creating] (作成中)

組織の作成ワークフローを実行中です。

[Failed] (失敗)

組織を作成できませんでした。
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状態

説明

[Impaired] (障害)

組織は正しく機能していないか、問題が検出され
ました。

無効

組織は非アクティブです。

[Requested] (リクエスト済み)

組織の作成リクエストがキューに入っており、作
成待ちです。

検証しています

組織のすべての設定のヘルスチェックを実行中で
す。

組織の削除
Amazon を使用する必要がなくなった場合は WorkMail 組織の E メールでは、組織を Amazon から削除で
きます WorkMail。

Note
この操作は元に戻すことができません。組織が削除されると、メールボックスのデータを復旧す
ることはできません。

組織を削除するには
1.

2.
3.
4.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
[Organizations] (組織) 画面の組織のリストで、削除する組織を選択してから、[Delete] (削除) を選択し
ます。
[Delete organization] (組織の削除) で、組織名を入力し、既存のユーザーディレクトリを削除するか保
持するかを選択したら、組織の名前を入力します。
次に、[Delete organization] (組織の削除) を選択します。

Note
Amazon の独自のディレクトリを指定しなかった場合 WorkMail、私たちはあなたのために作り
ます。組織の削除時にこの既存のディレクトリを保持すると、料金が発生します (このディレ
クトリが Amazon で使用されている場合を除きます)。 WorkMail、アマゾン WorkDocs, または
WorkSpaces。料金の詳細については、他のディレクトリタイプの料金表に関する記事を参照して
ください。
ディレクトリを削除するには、そのディレクトリが他になっていないことが必要ですAWSアプ
リケーションが有効になっています。詳細については、「AWS Directory Service Administration
Guide」(管理ガイド) の「Deleting a Simple AD directory」(Simple AD ディレクトリの削除) また
は「Deleting an AD Connector directory」(AD Connector ディレクトリの削除) を参照してくださ
い。
組織を削除しようとすると、無効な Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ルールセットに関する
エラーメッセージが表示されることがあります。このエラーが表示される場合は、Amazon SES コンソー
ルで Amazon SES ルールを編集して、無効なルールセットを削除します。編集するルールは、Amazon
WorkMailルール名の組織 ID。Amazon SES ルールの編集方法については、「」を参照してください。受
信ルールの作成のAmazon Simple Service 開発者ガイド。
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どのルールセットが無効か判断する必要がある場合は、最初にルールを保存します。ルールセットに対し
てエラーメッセージが表示されます。

組織設定の操作
このセクションでは、Amazon で利用可能な設定の使用方法について説明します。 WorkMail組織リファレ
ンス。選択した設定は、組織全体に適用されます。
トピック
• メールボックス移行の有効化 (p. 70)
• ジャーナリングの有効化 (p. 70)
• 相互運用性を有効にする (p. 70)
• SMTP ゲートウェイの有効化 (p. 70)
• E メールフローの管理 (p. 71)
• 受信メールへの DMARC ポリシーの適用 (p. 87)

メールボックス移行の有効化
メールボックスの移行は、Microsoft Exchange や G Suite Basic などのソースから Amazon にメールボッ
クスを転送するときに有効にします。 WorkMail。大規模な移行プロセスの一環として移行を有効にしま
す。ハウツーステップなどの詳細情報については、「」Amazon への移行 WorkMail (p. 48)の開始方法この
ガイドの「」セクションです。

ジャーナリングの有効化
ジャーナリングを有効にして、E メール通信を記録します。ジャーナリングを使用する場合は、通常、
アーカイブ機能と eDiscovery 機能が統合されたサードパーティーのツールを使用します。ジャーナリング
は、データストレージ、プライバシー保護、および情報保護に関するコンプライアンス規制を確実に満た
すのに役立ちます。
ハウツーステップなどの詳細情報については、「」Amazon WorkMail での E メールジャーナリングの使
用 (p. 144)の開始方法このガイドの「」セクションです。

相互運用性を有効にする
相互運用性により、Microsoft Exchangeから移行し、Amazonを使用できます WorkMail 会社のメールボッ
クスのサブセットとして。ハウツーステップなどの詳細情報については、「」Amazon の可用性設定を設
定する WorkMail (p. 51)の開始方法このガイドの「」セクションです。

SMTP ゲートウェイの有効化
送信 E メールフロールールで使用できるように、SMTP (簡易メール転送プロトコル) ゲートウェイを有効
にします。送信 E メールフロールールでは、Amazon から送信された E メールメッセージをルーティン
グすることができます。 WorkMail SMTP ゲートウェイを介した組織。詳細については、「送信 E メール
ルールアクション (p. 73)」を参照してください。

Note
送信 E メールフロールール用に設定された SMTP ゲートウェイは、主要な証明機関の証明書を使
用して、トランスポート層セキュリティ (TLS) v1.2をサポートしている必要があります。基本認
証のみサポートされています。
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SMTP ゲートウェイを設定するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizations、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Organization settings] (組織設定) を選択します。
-組織設定ページが表示され、一連のタブが表示されます。

4.

[SMTP ゲートウェイタブをクリックし、ゲートウェイの作成。

5.

次のように入力します。
• ゲートウェイ名— 一意の名前を入力します。
• ゲートウェイアドレス— ゲートウェイのホスト名または IP アドレスを入力します。
• ポート番号— ゲートウェイのポート番号を入力します。
• [User name]— ユーザー名を入力します。
• パスワード— 強力なパスワードを入力します。

6.

[Create] (作成) を選択します。
SMTP ゲートウェイは、送信 E メールフロールールで使用できます。

送信 E メールフロールールで使用するように SMTP ゲートウェイを設定すると、送信 E メールは SMTP
ゲートウェイとルールを一致させようとします。ルールに一致するメッセージは、対応する SMTP ゲート
ウェイにルーティングされ、残りの電子メール配信が処理されます。
もしアマゾン WorkMail が SMTP ゲートウェイに到達できない場合、システムは E メールメッセージを送
信者にバウンスします。この場合は、前の手順に従ってゲートウェイ設定を修正してください。

E メールフローの管理
メールを管理しやすくするために、E メールフロールール。E メールフロールールは、アドレスまたはド
メインに基づいて、E メールメッセージに対して 1 つ以上のアクションを実行できます。送信者と受信者
の両方の E メールアドレスまたはドメインに基づいたE メールフロールールを使用できます。
E メールフロールールを作成するときは、ルールアクション (p. 72)メールに適用されるのは、指定され
たルールがパターン (p. 73)「」を参照してください。
トピック
• 受信 E メールルールアクション (p. 72)
• 送信 E メールルールアクション (p. 73)
• 送信者および受取人パターン (p. 73)
• メールフロールールの作成 (p. 74)
• メールフロールールの編集 (p. 75)
• の設定AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail (p. 76)
• Amazon へのアクセスの管理 WorkMail メッセージFlow API (p. 84)
• E メールフロールールのテスト (p. 86)
• E メールフロールールの削除 (p. 86)
Version 1.0
71

アマゾン WorkMail 管理者ガイド
E メールフローの管理

受信 E メールルールアクション
受信 E メールフロールールは、望ましくない E メールがユーザーのメールボックスに届かないようにす
るのに役立ちます。受信 E メールフロールール (ルールアクションとも呼ばれます) は、Amazon 内の任意
のユーザーに送信されるすべての E メールメッセージに自動的に適用されます WorkMail 組織。これは、
個々のメールボックスの E メールルールとは異なります。

Note
オプションで、ルールを AWS Lambda 関数で使用して、ユーザーのメールボックスに配信され
る前に受信 E メールを処理できます。Amazon での Lambda の使用に関する詳細 WorkMail「」
を参照してください。の設定AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail (p. 76)。Lambda の詳細
については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」を参照してください。
受信 E メールフロールール (ルールアクションとも呼ばれます) は、Amazon 内の任意のユーザーに送信さ
れるすべての E メールメッセージに自動的に適用されます WorkMail 組織。これは、個々のメールボック
スの E メールルールとは異なります。
次のルールアクションは、受信メールの処理方法を定義します。各ルールで、送信者および受信者パター
ン (p. 73)と共に以下のいずれかのアクションを指定します。
[Action] (アクション)

説明

E メールを削除する

E メールメッセージは無視されます。E メールは
配信されず、送信者には配信不能が通知されませ
ん。

バウンス応答を送信する

E メールメッセージは配信されず、送信者にはバ
ウンスメッセージで配信不能が通知されます。

迷惑メールフォルダに配信

E メールメッセージは、もともと Amazon がス
パムとして認識されなくても、ユーザーのスパ
ムまたは迷惑メールフォルダーに配信されます
WorkMail スパム検出システム。

デフォルト

E メールメッセージは、Amazon によりチェック
された後に配信されます WorkMailスパム検出シス
テム。スパム E メールは迷惑メールフォルダーに
配信されます。他のすべての E メールメッセージ
は受信トレイに配信されます。
送信者パターンの特定度が低いその他の E メール
フロールールは、無視されます。ドメインベース
の E メールフロールールに例外を追加するには、
特定度の高い送信者パターンを持つデフォルトア
クションを設定します。詳細については、「送信
者および受取人パターン (p. 73)」を参照してく
ださい。

迷惑メールフォルダーに配信しない

E メールメッセージは、Amazon によってスパム
として識別されても、常にユーザーの受信トレイ
に配信されます WorkMail スパム検出システム。

Important
デフォルトのスパム検出システムを使用
しないようにすると、指定したアドレ
スからのリスクの高いコンテンツがユー
ザーに配信される可能性があります。
Version 1.0
72

アマゾン WorkMail 管理者ガイド
E メールフローの管理

[Action] (アクション)

説明

AWS Lambda を実行する

ユーザーの受信トレイに配信する前または配信中
に、E メールメッセージを Lambda 関数に渡して
処理します。

Note
受信メールは、まず Amazon SES に配信され、次に Amazon に配信されます
WorkMail。Amazon SES が受信 E メールメッセージをブロックしている場合、ルールアクショ
ンは適用されません。例えば、既知のウイルスが検出された場合や明示的な IP フィルタリング
ルールのために、Amazon SES は E メールメッセージをブロックします。[Default] (デフォル
ト)、[Deliver to junk folder] (迷惑メールフォルダに配信)、[Never deliver to junk folder] (迷惑メー
ルフォルダーに配信しない) などのルールアクションには効果がありません。

送信 E メールルールアクション
送信 E メールフロールールを使用して、SMTP ゲートウェイを介して E メールを直接送信するか、指定し
た受信者への送信者の E メールメッセージの送信をブロックするために使用できます。SMTP ゲートウェ
イの詳細については、SMTP ゲートウェイの有効化 (p. 70) を参照してください。
送信 E メールフロールールは、E メールが送信された後に E メールメッセージを AWS Lambda 関数に渡
して処理するためにも使用できます。Amazon での Lambda の使用に関する詳細 WorkMail「」を参照して
ください。??? (p. 76)。Lambda の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドを参照してくだ
さい。
次のルールアクションは、送信メールの処理方法を定義します。各ルールで、送信者および受信者パター
ン (p. 73)と共に以下のいずれかのアクションを指定します。
[Action] (アクション)

説明

デフォルト

E メールメッセージは、標準フローを介して送信
されます。

E メールを削除する

E メールメッセージは削除されます。送信され
ず、送信者には通知されません。

バウンス応答を送信する

E メールメッセージは送信されず、送信者には管
理者が E メールメッセージをブロックしたことを
示すメッセージで通知されます。

SMTP ゲートウェイにルーティング

設定された SMTP ゲートウェイ経由で E メール
メッセージが送信されます。

Lambda を実行する

E メールメッセージが送信される前または送信中
に、E メールメッセージを Lambda 関数に渡して
処理します。

送信者および受取人パターン
E メールフロールールは、特定の E メールアドレスに適用したり、特定のドメインまたは一連のドメイン
のすべての E メールアドレスに適用したりできます。パターンを定義して、ルールが適用される E メール
アドレスを決定します。
送信者パターンと受信者パターンのどちらでも、以下のいずれかの形式が使用されます。
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• AnEメールアドレスは、以下のように 1 つの E メールアドレスに一致します。
mailbox@example.com

• あるdomain nameは、以下のようにそのドメインのすべての E メールアドレスに一致します。
example.com

• あるワイルドカードドメインは、そのドメインとそのサブドメインのすべての E メールアドレスに一致
します。ワイルドカードは、以下のようにドメインの前にのみ指定できます。
*.example.com

• あるスターは、任意のドメインのすべての E メールアドレスに一致します。
*

Note
この + 記号は、送信者パターンまたは受信者パターンの内部では有効ではありません。
1 つのルールに対して複数のパターンを指定できます。詳細については、受信 E メールルールアクショ
ン (p. 72) および 送信 E メールルールアクション (p. 73) を参照してください。
受信 E メールフロールールは、受信メールメッセージの Sender または From のいずれかのヘッダーがパ
ターンに一致する場合に適用されます。Sender アドレスがあれば、まず一致します。Sender ヘッダー
がなければ、または Sender ヘッダーがいずれのルールとも一致しなければ、From アドレスが一致しま
す。E メールメッセージの受信者が複数あり、それぞれ異なるルールに一致する場合、一致した受信者に
各ルールが適用されます。
送信 E メールフロールールは、受信者と、送信メールメッセージの Sender または From のいずれかの
ヘッダーがパターンに一致する場合に適用されます。E メールメッセージの受信者が複数あり、それぞれ
異なるルールに一致する場合、一致した受信者に各ルールが適用されます。
複数のルールが一致する場合、特定度の最も高いルールのアクションが適用されます。たとえば、特定
の E メールアドレスに対するルールはドメイン全体に対するルールよりも優先されます。複数のルールの
特定度が同じ場合、最も制限の厳しいアクションが適用されます。例えば、ドロップアクションはバウン
スアクションよりも優先されます。アクションの優先順位は、受信 E メールルールアクション (p. 72)
と 送信 E メールルールアクション (p. 73) に示されている順序と同じです。

Note
ルールを作成するとき、ドロップアクションやバウンスアクションを使用する送信者パターンが
重複している場合は、注意が必要です。予期しないアクションの優先順位になって、多くの受信
E メールメッセージが配信されないことがあります。

メールフロールールの作成
メールフロールールが適用されますルールアクション (p. 72)受信メールと送信メールメッセージに送信
します。アクションは、メッセージが指定されたものと一致する場合に適用されますパターン (p. 73)。
新しい E メールフロールールはすぐに反映されます。

メールフロールールを作成するには
1.

Amazon Pift を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
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Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizations、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Organization settings] (組織設定) を選択します。
-組織設定ページが表示され、一連のタブが表示されます。このページから、インバウンドルールまた
はアウトバウンドルールを作成できます。以下のステップでは、両タイプを作成する方法を示してい
ます。

インバウンドルールを作成するには
1. [インバウンドルール[] タブを選択してから、作成。
2. 左ルール名ボックスに、一意の名前を入力します。
3. []アクション] で、リストでそのアクションを選択します。リストの各項目には説明が含まれてお
り、一部の項目には詳細はこちらリンク。

Note
選択内容Lambda を実行するアクションを実行すると、追加のコントロールが表示されま
す。これらのコントロールの使用方法については、次のセクション「」を参照してくださ
い。の設定AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail (p. 76)。
4. []送信者のドメインまたはアドレスで、ルールを適用する送信者ドメインまたはアドレスを入力し
ます。
5. []送信先ドメインまたはアドレスで、宛先ドメインと電子メールアドレスを自由に組み合わせて入
力します。
6. [Create] (作成) を選択します。

アウトバウンドルールを作成するには
1. [アウトバウンドルール「」を参照してください。作成。
2. 左ルール名ボックスに、一意の名前を入力します。
3. []アクション] で、リストでそのアクションを選択します。リストの各項目には説明が含まれてお
り、一部の項目には詳細はこちらリンク。

Note
選択内容Lambda を実行するアクションを実行すると、追加のコントロールが表示されま
す。これらのコントロールの使用方法については、次のセクション「」を参照してくださ
い。の設定AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail (p. 76)。
4. []送信者のドメインまたはアドレスで、有効な送信者ドメインと電子メールアドレスの任意の組み
合わせを入力します。
5. []送信先ドメインまたはアドレスで、有効な宛先ドメインと電子メールアドレスの任意の組み合わ
せを入力します。
6. [Create] (作成) を選択します。
作成した新しい E メールフロールールをテストできます。詳細については、「E メールフロールール
のテスト (p. 86)」を参照してください。

メールフロールールの編集
メールフロールールは、1 つ以上変更する必要があるときはいつでも編集できます。ルールアクショ
ン (p. 72)E メールメッセージの。このセクションの手順は、送受信する電子メールメッセージに適用さ
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メールのフロールールを編集するには
1.

Amazon Pift を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizations、組織の名前を選択します。
ナビゲーションペインで [Organization settings] (組織設定) を選択します。
-組織設定ページが表示され、一連のタブが表示されます。

4.

[インバウンドルールまたはアウトバウンドルール[] タブ.

5.

変更するルールの横にあるラジオボタンを選択して、編集。

6.

必要に応じてルール内のアクションを変更し、保存。

の設定AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail
受信および送信メールフロールールの [Run Lambda] (Lambda の実行) アクションを使用して、ルールに
一致する E メールメッセージを AWS Lambda 関数に渡して処理します。
次の構成から選択します。Lambda を実行するAmazon Amazon のアクション WorkMail。
同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) の設定
フロールールに一致する E メールメッセージは、送信または配信される前に処理のために Lambda 関
数に渡されます。この設定を使用して、メールの内容を変更します。また、さまざまなユースケース
に合わせて、受信または送信の電子メールフローを制御することもできます。たとえば、Lambda 関
数に渡されるルールは、機密性の高いメールメッセージの配信をブロックしたり、添付ファイルを削
除したり、免責事項を追加したりできます。
非同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) の設定
フロールールに一致する E メールメッセージは、送信または配信中の処理のために Lambda 関数に渡
されます。この設定は、E メールの配信には影響せず、受信または送信の E メールメッセージのメト
リクスの収集などのタスクに使用されます。
同期設定と非同期設定のどちらを選択した場合でも、Lambda 関数に渡されるイベントオブジェクトに
は、受信または送信の E メールイベントのメタデータが含まれます。メタデータ内のメッセージ ID を
使用して、E メールメッセージの完全なコンテンツにアクセスすることもできます。詳細については、
「AWS Lambda を使用したメッセージコンテンツの取得 (p. 81)」を参照してください。E メールイベ
ントの詳細については、Lambda イベントデータ (p. 77) を参照してください。
受信および送信 E メールフロールールの詳細については、E メールフローの管理 (p. 71) を参照してく
ださい。Lambda の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

Note
現在のところ、Lambda E メールフロールールは同じ AWS リージョンにある Lambda 関数のみ
参照します。AWS アカウントアマゾンとして WorkMail 組織is being.

の開始方法AWS Lambdaアマゾンの場合 WorkMail
を使い始めるAWS Lambdaアマゾンと WorkMailでは、 WorkMail Hello World Lambda 関数からのAWS
Serverless Application Repositoryあなたのアカウントに。この関数には、お客様に必要なすべてのリソー
スと権限が設定されています。その他の例については、「」セクションを参照してください。amazonworkmail-lambda-templatesrepository GitHub。
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独自の Lambda 関数を作成することを選択した場合、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用し
て権限を設定する必要があります。次のコマンドの例を使用するには、次の操作を行います。
• MY_FUNCTION_NAME の部分はお客様の Lambda 関数の名前に置き換えます。
• 置換REGIONあなたのアマゾンで WorkMail AWS リージョン. 利用可能な Amazon Amazon WorkMail 地
域には以下が含まれますus-east-1(米国東部 (バージニア北部))、us-west-2(米国西部 (オレゴン))、
およびeu-west-1(欧州 (アイルランド))。
• 置換AWS_ACCOUNT_IDは、ご自身の 12 桁のAWS アカウントID.
• 置換WORKMAIL_ORGANIZATION_IDあなたのアマゾンで WorkMail組織 ID。これは、[Organizations] (組
織) ページの組織のカードに記載されています。

aws --region REGION lambda add-permission --function-name MY_FUNCTION_NAME
--statement-id AllowWorkMail
--action "lambda:InvokeFunction"
--principal workmail.REGION.amazonaws.com
--source-arn arn:aws:workmail:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:organization/WORKMAIL_ORGANIZATION_ID

AWS CLI の使用に関する詳細は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) ルールの設定
同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) ルールを設定するには、[Lambda の実行] (Lambda の実行) アクショ
ンを持つ E メールフロールールを作成し、[Run synchronously] (同期して実行) チェックボックスをオンに
ます。メールフロールールの作成の詳細については、メールフロールールの作成 (p. 74) を参照してく
ださい。
同期ルールの作成を完了するには、Lambda Amazon リソースネーム (ARN) を追加し、次のオプションを
設定します。
フォールバックアクション
アクションAmazon Amazon WorkMail Lambda 関数の実行に失敗した場合に適用されます。このアク
ションは、[allRecipients] (すべての受信者) が設定されていない場合、Lambda 応答からはずされた受
信者にも適用されます。-[Fallback action (フォールバックアクション)]別のLambdaアクションになる
ことはできません。
[Rule timeout] (ルールタイムアウト) (分)
Lambda 関数が再試行される期間。Amazon WorkMail それを呼び出せない。[Fallback action] (フォー
ルバックアクション) は、この期間の終了時に適用されます。

Note
同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) ルールは、* 宛先指定の条件のみをサポートしています。

Lambda イベントデータ
Lambda 関数は、以下のイベントデータを使用してトリガーされます。データの表示は、Lambda 関数に
使用されているデータプログラミング言語に応じて異なります。
{

"summaryVersion": "2018-10-10",
"envelope": {
"mailFrom" : {
"address" : "from@example.com"
},
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"recipients" : [
{ "address" : "recipient1@example.com" },
{ "address" : "recipient2@example.com" }
]

}

},
"sender" : {
"address" : "sender@example.com"
},
"subject" : "Hello From Amazon WorkMail!",
"messageId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"invocationId": "00000000000000000000000000000000",
"flowDirection": "INBOUND",
"truncated": false

イベント JSON には、次に示すデータが含まれます。
summaryVersion
のバージョン番号LambdaEventData。これは、で下位互換性のない変更を行った場合にのみ更新さ
れますLambdaEventData。
envelope
E メールメッセージのエンベロープ。次のフィールドが含まれています。
mailFrom
[From] (送信元) アドレス。通常、E メールメッセージを送信したユーザーの E メールアドレス
です。ユーザーが E メールメッセージを別のユーザーとして送信したか別のユーザーの代理で送
信した場合、[mailFrom] (送信元が以下のメール) フィールドは、実際の送信者の E メールアドレ
スではなく、E メールメッセージの名目上の送信者であるユーザーの E メールアドレスを返しま
す。
受信者
受信者の E メールアドレスのリスト。アマゾン WorkMail 区別しない操作,CC, またはBCC。

Note
受信 E メールフロールールの場合、このリストには Amazon のすべてのドメインの受信
者が含まれます WorkMailルールを作成する組織。この Lambda 関数は、送信者からの
SMTP 会話ごとに個別に呼び出され、受信者フィールドには、その SMTP 会話からの受
信者がリストされます。外部ドメインの受信者は含まれません。
送信者
別のユーザーの代理で E メールメッセージを送信したユーザーの E メールアドレス。このフィールド
は、E メールメッセージが別のユーザーの代理で送信された場合にのみ設定されます。
subject
E メールの件名。256 文字の制限を超えると切り捨てられます。
messageId
Amazon を使用するときに E メールメッセージの完全なコンテンツにアクセスするために使用される
一意の ID WorkMail メッセージFlow SDK。
invocationId
一意の Lambda 呼び出しの ID。同じ Lambda 関数が複数回呼び出された場合でもこの ID に変わりは
ありません。LambdaEventData。再試行を検出し、重複を避けるために使用します。
flowDirection
E メールフローの方向を示します。INBOUND または OUTBOUND のどちらかです。
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truncated
件名の長さではなく、ペイロードサイズに適用されます。true の場合、ペイロードサイズが 128 KB
の制限を超えると、受信者のリストが制限を満たすように切り捨てられます。

同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答スキーマ
E メールフロールールで E メールフロールールがLambda を実行するアクションがインバウンドまたはア
ウトバウンドのEメールメッセージと一致する、Amazon WorkMail は、設定された Lambda 関数を呼び出
して、E メールメッセージに対してアクションを実行する前に応答を待ちます。この Lambda 関数は、ア
クション、アクションタイプ、適用可能なパラメータ、およびアクションが適用される受信者をリストす
る事前定義されたスキーマに従って応答を返します。
次の例は同期Lambda を実行するレスポンス。応答は、Lambda 関数に使用されるプログラミング言語に
よって異なります。
{

}

"actions": [
{
"action" : {
"type": "string",
"parameters": { various }
},
"recipients": [list of strings],
"allRecipients": boolean
}
]

レスポンス JSON には、次のデータが含まれます。
action
受信者に対して実行するアクション。
type
アクションタイプ。非同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) アクションの場合、アクションタイプは
返されません。
インバウンドルールのアクションタイプに
は、BOUNCE、DROP、DEFAULT、BYPASS_SPAM_CHECK、MOVE_TO_JUNK があります。詳細
については、「受信 E メールルールアクション (p. 72)」を参照してください。
アウトバウンドルールのアクションタイプには、BOUNCE、DROP、DEFAULT があります。詳細に
ついては、「送信 E メールルールアクション (p. 73)」を参照してください。
パラメータ
追加のアクションパラメータ。BOUNCE アクションタイプで、bounceMessage キーおよび string 値
を持つ JSON オブジェクトとしてサポートされます。このバウンスメッセージは、バウンス E メール
メッセージを作成するために使用されます。
受信者
アクションを実行する必要がある E メールアドレスのリスト。元の受信者リストに含まれていない場
合でも、新しい受信者を応答に追加できます。アクションに対して AllRecipients が true の場合、この
フィールドは必須ではありません。

Note
受信メールに対して Lambda アクションが呼び出されると、組織からの新しい受信者のみを
追加できます。新しい受信者は、BCC として応答に追加されます。
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allRecipients
true の場合、Lambda 応答内の別の特定のアクションの対象とならないすべての受信者にアクション
を適用します。

同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) アクション制限
Amazon の場合、以下の制限が適用されます。 WorkMail 同期の Lambda 関数を呼び出しますLambda を
実行するアクション:
• Lambda 関数は 15 秒以内に応答します。応答しない場合、失敗した呼び出しとして扱われます。

Note
システムが、指定した [Rule timeout] (ルールのタイムアウト) 間隔で呼び出しを再試行します。
• 最大 256 KB の Lambda 関数応答が許可されます。
• 応答では、最大 10 個の固有のアクションが許可されます。10 を超えるアクションは、設定され
たフォールバックアクションの対象となります。
• 送信 Lambda 関数には、最大 500 人の受信者が許可されます。
• [Rule timeout] (ルールタイムアウト) の最大値は 240 分です。最小値 0 が設定されている場合、Amazon
の前に再試行は行われません WorkMail フォールバックアクションを適用します。

同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) アクションのエラー
もしアマゾン WorkMail エラー、無効な応答、または [Repository] (ラムダタイムアウト) のために、の
Lambda タイムアウトのために、Lambda タイムアウトのために、の WorkMail 指数バックオフで呼び出し
を再試行します。これにより、ルールタイムアウトピリオドが完了しました。次に、フォールバックアク
ションが、E メールメッセージのすべての受信者に適用されます。詳細については、「同期 [Run Lambda]
(Lambda の実行) ルールの設定 (p. 77)」を参照してください。

同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答の例
次の例は、一般的な同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答の構造を示します。

Example : 指定した受信者を E メールメッセージから削除します。
次の例は、E メールメッセージから受信者を削除するための同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答の構
造を示します。
{

}

"actions": [
{
"action": {
"type": "DEFAULT"
},
"allRecipients": true
},
{
"action": {
"type": "DROP"
},
"recipients": [
"drop-recipient@example.com"
]
}
]
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Example : カスタム E メールメッセージでバウンスする
次の例は、カスタム E メールメッセージでバウンスするため同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答の
構造を示します。
{

}

"actions" : [
{
"action" : {
"type": 'BOUNCE',
"parameters": {
"bounceMessage" : "Email in breach of company policy."
}
},
"allRecipients": true
}
]

Example : E メールメッセージに受信者を追加する
次の例は、E メールメッセージに受信者を追加するための同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) 応答の構造
を示します。これにより、E メールメッセージの [To] または [CC] フィールドは更新されません。
{

}

"actions": [
{
"action": {
"type": "DEFAULT"
},
"recipients": [
"new-recipient@example.com"
]
},
{
"action": {
"type": "DEFAULT"
},
"allRecipients": true
}
]

Lambda 関数を作成するときに使用するその他のコード例Lambda を実行するアクション、「」を参照し
てくださいアマゾン WorkMailLambda テンプレート。

Amazon での Lambda の使用に関する詳細 WorkMail
Lambda 関数をトリガーする E メールメッセージの完全なコンテンツにアクセスすることもできます。
詳細については、「AWS Lambda を使用したメッセージコンテンツの取得 (p. 81)」を参照してくださ
い。

AWS Lambda を使用したメッセージコンテンツの取得
設定した後AWS LambdaAmazonのメールフローを管理する機能 WorkMailでは、Lambda を使用して
処理された E メールメッセージの完全なコンテンツにアクセスできます。Lambda for Amazon の使用
開始に関する詳細については WorkMail「」を参照してください。の設定AWS Lambdaアマゾンの場合
WorkMail (p. 76)。
E メールメッセージのすべてのコンテンツにアクセスするには、GetRawMessageContentアマゾンでの
アクション WorkMail メッセージFlow API。呼び出し時に Lambda 関数に渡される E メールメッセージ ID
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は、API にリクエストを送信します。これを受けて、API は E メールメッセージの完全な MIME コンテン
ツで応答します。詳細については、次を参照してください。アマゾン WorkMail メッセージフローのアマ
ゾン WorkMail API リファレンス。
次の例では、Python ランタイム環境を使用する Lambda 関数が、メッセージコンテンツ全体を取得する方
法を示します。

Tip
Amazonをデプロイすることから始めるなら WorkMail Hello World Lambda 関数からのAWS
Serverless Application Repositoryをアカウントに追加すると、システムは必要なすべてのリソー
スとアクセス許可を持つ Lambda 関数をアカウントに作成します。その後、ユースケースに基づ
いて Lambda 関数にビジネスロジックを追加できます。
import boto3
import email
import os
def email_handler(event, context):
workmail = boto3.client('workmailmessageflow', region_name=os.environ["AWS_REGION"])
msg_id = event['messageId']
raw_msg = workmail.get_raw_message_content(messageId=msg_id)
parsed_msg = email.message_from_bytes(raw_msg['messageContent'].read())
print(parsed_msg)

転送中のメッセージのコンテンツを分析する方法の詳細な例については、amazon-workmail-lambdatemplatesrepository GitHub。

Note
アマゾンのみ使用する WorkMail Message Message Message Message Message メッセージは、
送受信されてから 24 時間以内にのみアクセス可能です。ユーザーのメールボックスのメッセージ
にプログラムを使ってアクセスするには、Amazon でサポートされている他のプロトコルの 1 つ
を使用します。 WorkMail(IMAP や Exchange Web サービス (EWS) など)。

AWS Lambda を使用したメッセージコンテンツの更新
同期を設定した後AWS Lambda機能を使用してメールフローを管理するに
は、PutRawMessageContentアマゾンでのアクション WorkMail 送信中の E メールメッセージのコンテ
ンツを更新するための Message Flow API。Amazon 向け Lambda 関数の使用開始に関する詳細について
は WorkMail「」を参照してください。同期 [Run Lambda] (Lambda の実行) ルールの設定 (p. 77)。 API
の詳細については、「 PutRawMessageContent」を参照してください。

Note
- PutRawMessageContent API には boto3 1.17.8 が必要です。または、Lambda 関数にレイヤー
を追加することもできます。正しい boto3 バージョンをダウンロードするには、boto ページオン
GitHub。レイヤーの追加の詳細については、関数でレイヤーの使用を設定するを参照してくださ
い。
レイヤーの例を次に示します。"LayerArn":"arn:aws:lambda:
${AWS::Region}:489970191081:layer:WorkMailLambdaLayer:2"。 この例で
は、${AWS::Region}us-east-1 などの適切な AWS リージョン (us-east-1)。

Tip
Amazonをデプロイすることから始めるなら WorkMail Hello World Lambda 関数AWS Serverless
Application Repository: AWS Serverless Application Repository を AWS Serverless Application
Repository に作成します。その後、ユースケースに基づいて Lambda 関数にビジネスロジックを
追加できます。
先へ進む場合、次の点に注意してください。
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• を使用する GetRawMessageContentAPI は、元のメッセージコンテンツを取得します。詳細について
は、「」を参照してください。AWS Lambda を使用したメッセージコンテンツの取得 (p. 81)。
• 元のメッセージが表示されたら、MIME コンテンツを変更します。完了したら、メッセージをアカウン
トの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。S3 バケットが同
じものを使用していることを確認するAWS アカウントあなたのアマゾンとして WorkMail オペレーショ
ン、および API コールと同じ AWS リージョンを使用していること。
• アマゾンの場合 WorkMail リクエストを処理するには、S3 オブジェクトにアクセスするための正しいポ
リシーが S3 バケットに必要です。詳細については、「Example S3 policy」を参照してください。
• を使用する PutRawMessageContent更新されたメッセージのコンテンツを Amazon に返信するための
API WorkMail。

Note
-PutRawMessageContentAPI は、更新されたメッセージの MIME コンテンツが RFC 標準を
満たしていること、およびRawMessageContentデータ型。Amazonにインバウンドするメール
WorkMail組織は常にその基準を満たしているとは限らないので、PutRawMessageContentAPI
はそれらを拒否する可能性があります。このような場合の問題の修正方法の詳細については、返
されたエラーメッセージを参照してください。

Example S3 ポリシーの例
{

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "workmail.REGION.amazonaws.com"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::My-Test-S3-Bucket/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "AWS_ACCOUNT_ID"
},
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn":
"arn:aws:workmailmessageflow:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:message/WORKMAIL_ORGANIZATION_ID/*"
}
}
}
]

}

次の例は、Lambda 関数が Python ランタイムを使用して、送信中の E メールメッセージの件名を更新す
る方法を示しています。

import
import
import
import

boto3
os
uuid
email

def email_handler(event, context):
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workmail = boto3.client('workmailmessageflow',
region_name=os.environ["AWS_REGION"])
s3 = boto3.client('s3', region_name=os.environ["AWS_REGION"])
msg_id = event['messageId']
raw_msg = workmail.get_raw_message_content(messageId=msg_id)
parsed_msg = email.message_from_bytes(raw_msg['messageContent'].read())
# Updating subject. For more examples, see https://github.com/aws-samples/amazonworkmail-lambda-templates.
parsed_msg.replace_header('Subject', "New Subject Updated From Lambda")
# Store updated email in S3
key = str(uuid.uuid4());
s3.put_object(Body=parsed_msg.as_bytes(), Bucket="Your-S3-Bucket", Key=key)
# Update the email in WorkMail
s3_reference = {
'bucket': "Your-S3-Bucket",
'key': key
}
content = {
's3Reference': s3_reference
}
workmail.put_raw_message_content(messageId=msg_id, content=content)

送信中のメッセージのコンテンツを分析する方法の詳細な例については、「」を参照してください。
amazon-workmail-lambda-templates repository GitHub。

Amazon へのアクセスの管理 WorkMail メッセージFlow API
を使用するAWS Identity and Access ManagementAmazon へのアクセスを管理するための (IAM) ポリシー
WorkMail メッセージFlow API。
アマゾン WorkMail Message Flow API は単一のリソースタイプである送信中の E メールメッセージで動作
します。送信中の各 E メールメッセージには、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられて
います。
以下の例は、送信中の E メールメッセージに関連付けられた ARN の構文を示しています。
arn:aws:workmailmessageflow:region:account:message/organization/context/messageID

前の例の変更可能なフィールドには、以下が含まれます。
• リージョン— Amazon の AWS リージョン WorkMail組織。
• アカウント—AWS アカウントAmazon Amazon ID WorkMail組織。
• 組織— Amazon WorkMail 組織 ID。
• コンテキスト - メッセージが組織に送信される incoming であるのか、それとも組織からの outgoing
であるのかを示します。
• メッセージ ID – Lambda 関数への入力として渡される一意の E メールメッセージ ID。
以下の例には、送信中の受信 E メールメッセージに関連付けられた ARN の ID の例が含まれています。
arn:aws:workmailmessageflow:us-east-1:111122223333:message/mn1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza/incoming/d1234567-8e90-1f23-456g-hjk7lmnop8q9

これらの ARN は、Resourceセクションの IAM ユーザーポリシーの Amazon へのアクセスを管理するた
め WorkMail 送信中のメッセージ。IAMユーザーに Amazon のアクセス許可を付与する方法の詳細につい
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ては WorkMail「」を参照してください。AWS Identity and Access Management ユーザーおよびグループ
を作成する (p. 4)。

Amazon の IAM ポリシー例 WorkMail メッセージフローアクセス
次のポリシー例では、すべての Amazon のすべての受信メッセージと送信メッセージへのフル読み取りア
クセスを IAM エンティティに付与します。 WorkMail ユーザーの企業AWS アカウント。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"workmailmessageflow:GetRawMessageContent"
],
"Resource": "arn:aws:workmailmessageflow:region:account:message/*",
"Effect": "Allow"
}
]

組織が複数ある場合AWS アカウントでは、1 つ以上の組織へのアクセスを制限することもできます。これ
は、特定の Lambda 関数を特定の組織でのみ使用する必要がある場合に便利です。
{

*",

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"workmailmessageflow:GetRawMessageContent"
],
"Resource": "arn:aws:workmailmessageflow:region:account:message/organization/

]

}

"Effect": "Allow"

また、組織が受信するメッセージ (incoming) か送信するメッセージ (outgoing) かによって、メッセー
ジへのアクセスを許可するように選択することもできます。これを行うには、ARN で修飾子 incoming
または outgoing を使用します。
次のポリシー例では、受信するメッセージへのアクセスのみを組織に許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"workmailmessageflow:GetRawMessageContent"
],
"Resource": "arn:aws:workmailmessageflow:region:account:message/organization/
incoming/*",
"Effect": "Allow"
}
]
}

次のポリシー例では、すべての Amazon のすべての受信メッセージと送信メッセージへのフル読み取りお
よび更新アクセスを IAM エンティティに付与します。 WorkMail ユーザーの企業AWS アカウント。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"workmailmessageflow:GetRawMessageContent",
"workmailmessageflow:PutRawMessageContent"
],
"Resource": "arn:aws:workmailmessageflow:region:account:message/*",
"Effect": "Allow"
}
]

E メールフロールールのテスト
現在のルール設定を確認するには、特定の E メールアドレスに対して設定がどのように動作するかをテス
トします。

E メールフロールールをテストするには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Organization settings] (組織の設定)、[Inbound/Outbound rules] (インバウ
ンド/アウトバウンドルール) の順に選択します。

4.

[Test configuration] (構成のテスト) の横に、テストする送信者および受信者のフル E メールアドレス
を入力します。

5.

[Test] (テスト) を選択します。指定した E メールアドレスに対して実行されるアクションが表示され
ます。

E メールフロールールの削除
E メールフロールールを削除すると、変更がすぐに適用されます。

E メールフロールールを削除するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Organization settings] (組織の設定)、[Inbound/Outbound rules] (インバウ
ンド/アウトバウンドルール) の順に選択します。

4.

ルールを選択してから、[Remove] (削除) を選択します。

5.

確認プロンプトで、[Remove] (削除) を選択します。
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受信メールへの DMARC ポリシーの適用
E メールドメインでは、セキュリティのためにドメインネームシステム (DNS) レコードを使用します。ス
プーフィングやフィッシングなどの一般的な攻撃からユーザーを保護します。多くの場合、DNS レコー
ドには、E メールを送信するドメイン所有者によって設定される、ドメインベースのメッセージ認証、
レポート、および適合性 (DMARC) レコードが含まれます。DMARC レコードには、E メールが DMARC
チェックに失敗したときに実行するアクションを指定するポリシーが含まれます。組織に送信される E
メールに DMARC ポリシーを適用するかどうかを選択できます。
ニューAmazon WorkMail 組織では、DMARC 適用がデフォルトでオンになっています。

DMARC 適用を有効にするには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Organization settings] (組織設定) を選択します。-組織設定ページが表示さ
れ、一連のタブが表示されます。
[DMARCタブをクリックし、編集。

4.
5.
6.
7.

移動先DMARC の適用スライダをオンの位置にします。
の横にあるチェックボックスをオンにします。私は、DMARC 適用を有効にすると、送信者のドメイ
ン設定に基づいて、受信メールがドロップまたは隔離される可能性があることを認識しています。
[Save] (保存) を選択します。

DMARC 適用を無効にするには
• 前のセクションのステップに従いますが、DMARC の適用スライダをオフの位置にします。

E メールイベントのログ記録を使用した DMARC 適用の追跡
DMARC 適用を有効にすると、送信者がドメインをどのように構成したかに応じて、受信メールがドロッ
プしたりスパムとしてマークされたりすることがあります。送信者が E メールドメインの設定を誤ると、
ユーザーが正当なメールを受信できなくなることがあります。ユーザーに配信されていない E メールを確
認するために、Amazon の E メールイベントのログ記録を有効にできます WorkMail 組織。こうすること
で、送信者の DMARC ポリシーに基づいて除外された受信メールについて、E メールイベントログにクエ
リを実行できます。
E メールイベントのログ記録を使用して DMARC 適用を追跡する前に、Amazon で E メールイベントのロ
グ記録を有効にします。 WorkMail console. ログデータを最大限に活用するには、E メールイベントがロ
グに記録される時間をとります。詳細と手順については、the section called “E メールイベントログ記録を
オンにする” (p. 42) を参照してください。

E メールイベントのログ記録を使用して DMARC 適用を追跡するには
1.
2.
3.

左 CloudWatch インサイトコンソール、ログ、選択インサイト。
を使用する場合ロググループの選択で Amazon Amazon Amazon を選択してください。 WorkMail組織
のロググループ。例えば、/aws/workmail/events/organization-alias などです。
クエリする期間を選択します。

4.

次のクエリを実行します。stats count() by event.dmarcPolicy | filter event.dmarcVerdict == "FAIL"
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5.

[Run query] (クエリの実行) を選択します。

また、これらのイベントにカスタムメトリクスを設定することもできます。詳細については、メトリクス
フィルターの作成を参照してください。

組織へのタグ付け
Amazon Amazon Amazon のタグ付け WorkMail 組織リソースでは、次のことができます。
• AWS Billing and Cost Management コンソールで組織を区別する。
• Amazon へのアクセスのコントロール WorkMail 組織のリソースを追加してResourceエレations/AWS
Identity and Access Management(IAM) アクセス権限ポリシーステートメント。
Amazon の詳細 WorkMail リソースレベルの許可、「」を参照してください。リソース (p. 19)。タグに基
づくアクセス制御の詳細については、Amazon Azion に基づく認可 WorkMail タグ (p. 21) を参照してくだ
さい。
アマゾン WorkMail 管理者は、Amazon を使用して組織にタグを付けることができます WorkMail console.

Amazon にタグを追加するには WorkMail 会社
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.
4.
5.

[Tags] (タグ) を選択します。
[Organization tag] (組織タグ) で、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択します。
を使用する場合キーに、タグを識別する名前を入力します。

6.
7.

(オプション) [Value] (値) にタグの値を入力します。
(オプション) 組織にさらにタグを追加するには、ステップ 4～6 を繰り返します。最大 50 個のタグを
追加できます。
[Save] (保存) を選択して変更を保存します。

8.

Amazon で組織タグを表示できます WorkMail console.
開発者は、AWS SDK または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して組織にタグを付けるこ
ともできます。詳細については、「」を参照してください。TagResource,ListTagsForResource, お
よびUntagResourceのコマンドアマゾン WorkMail API リファレンスまたはAWS CLIコマンドリファレン
ス。
Amazon を使用して、組織からタグをいつでも削除できます WorkMail console.

Amazon からタグを削除するには WorkMail 会社
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
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Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

[Tags] (タグ) を選択します。

4.

[Organization tags] (組織タグ) で、削除するタグの横にある [Remove] (削除) を選択します。

5.

[Submit] (送信) を選択して変更を保存します。

アクセスコントロールルールの使用
Amazon のアクセスコントロールルール WorkMail 管理者が組織のユーザーの Amazon へのアクセスを許
可する方法を制御できるようにする WorkMail。各アマゾン WorkMail 組織には、使用するアクセスプロト
コルや IP アドレスに関係なく、組織に追加されたすべてのユーザーにメールボックスアクセスを許可する
デフォルトのアクセスコントロールルールがあります。管理者は、デフォルトのルールの編集または独自
のルールへの置き換え、新しいルールの追加、ルールの削除を行うことができます。

Warning
管理者が組織のすべてのアクセスコントロールルールを削除すると、Amazon WorkMail 組織の
メールボックスへのすべてのアクセスがによってブロックされます。
管理者は、次の条件に基づいてアクセスを許可または拒否するアクセスコントロールルールを適用できま
す。
• プロトコル— メールボックスにアクセスするために使用されるプロトコル。その例に
は、Autodiscover,EWS,IMAP,SMTP,ActiveSync,Outlook for Windows, およびウェブメール。
• IP アドレス - メールボックスにアクセスするために使用される IPv4 CIDR の範囲。
• アマゾン WorkMail ユーザー— メールボックスへのアクセスに使用される組織内のユーザー ID。
管理者は、ユーザーのメールボックスおよびフォルダのアクセス許可に加えて、アクセスコントロー
ルルールを適用します。詳細については、次を参照してください。メールボックスのアクセス許可の使
用 (p. 131)そしてフォルダとフォルダに対するアクセス許可の共有のアマゾン WorkMail ユーザーガイ
ド。

Note
• Outlook for Windows のアクセスを有効にする場合は、自動検出と EWS のアクセスも有効にす
ることをお勧めします。
• アクセスコントロールルールは、Amazon には適用されません WorkMail コンソールまた
は SDK へのアクセス。代わりに AWS Identity and Access Management (IAM) ロールまた
はポリシーを使用してください。詳細については、「Amazon Identity and Access ess ess
WorkMail (p. 13)」を参照してください。

アクセスコントロールルールの作成
Amazon から新しいアクセスコントロールルールを作成する WorkMail console.

新しいアクセスコントロールルールを作成するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
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Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
[Access control rules] (制御ルールにアクセスする) を選択します。
[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

5.
6.

[Description] (説明) に、ルールの説明を入力します。
[Effect] (効果) で、[Allow] (許可) または [Deny] (拒否) を選択します。これにより、次のステップで選
択した条件に基づいてアクセスが許可または拒否されます。

7.

[This rule applies to requests that ...] (このルールは以下のリクエストに適用される) で、特定のプロ
トコル、IP アドレス、またはユーザーを含めるか除外するかなど、ルールに適用する条件を選択しま
す。

8.

(オプション) IP アドレス範囲またはユーザー ID を入力する場合は、[Add] (追加) を選択してルールに
追加します。

9.

[ルールの作成] を選択します。

アクセスコントロールルールの編集
Amazon から新しいアクセスコントロールルールとデフォルトのアクセスコントロールルールを編集する
WorkMail console.

アクセスコントロールルールを編集するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
[Access control rules] (制御ルールにアクセスする) を選択します。
編集するルールを選択します。

5.
6.

[Edit rule] (ルールの編集) を選択します。
必要に応じて、説明、効果、および条件を編集します。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Important
アクセスルールを変更すると、影響を受けるメールボックスが更新されたルールに従うまで 5 分
かかる場合があります。影響を受けるメールボックスにアクセスするクライアントは、その間一
貫性のない動作を示す可能性があります。ただし、ルールをテストすると、すぐに正しい動作が
表示されます。ルール設定の詳細については、次のセクションのステップを参照してください。

アクセスコントロールルールのテスト
組織のアクセスコントロールルールがどのように適用されるかを確認するには、Amazon のルールをテス
トします WorkMail console.

組織のアクセスコントロールルールをテストするには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
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必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

[Access control rules] (制御ルールにアクセスする) を選択します。

4.

[Test rules] (ルールのテスト) を選択します。

5.

[Request context] (コンテキストをリクエスト) で、テストするプロトコルを選択します。

6.

[Source IP address] (ソース IP アドレス) に、テストする IP アドレスを入力します。

7.

[User] (ユーザー) に、テストするユーザーを入力します。

8.

[Test] (テスト) を選択します。

テスト結果が [Effect] (効果) の下に表示されます。

アクセスコントロールルールの削除
不要になったアクセスコントロールルールを Amazon から削除する WorkMail console.

Warning
管理者が組織のすべてのアクセスコントロールルールを削除すると、Amazon WorkMail 組織の
メールボックスへのすべてのアクセスがによってブロックされます。

アクセスコントロールルールを削除するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

[Access control rules] (制御ルールにアクセスする) を選択します。

4.

削除するルールを選択します。

5.

[Delete rule] (ルールを削除) を選択します。

6.

[Delete] (削除) を選択します。

メールボックス保持ポリシーの設定
Amazon のメールボックスの保持ポリシーを設定できます WorkMail 組織。保持ポリシーは、選択した期
間後に、ユーザーのメールボックスから E メールメッセージを自動的に削除します。保持ポリシーを適用
するメールボックスフォルダを選択できます。また、別のフォルダに異なる保持ポリシーを設定するかど
うかを選択できます。メールボックス保持ポリシーは、組織内のすべてのユーザーメールボックス内の選
択したフォルダに適用されます。ユーザーは保持ポリシーを上書きできません。

メールボックス保持ポリシーを設定するには
1.

Amazon Amazon Amazon Amazon オープン WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
workmail/。
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2.
3.
4.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
[Retention policy] (保持ポリシー) を選択します。

5.

[Folder action] (フォルダのアクション) で、ポリシーに含める各メールボックスフォルダの横にある
[Delete] (削除) または [Permanently delete] (完全に削除) を選択します。
削除する前に、各メールボックスフォルダに E メールメッセージを保存する日数を入力します。

6.

[Save] (保存) を選択します。

組織の保持ポリシーを適用するまでに、48 時間かかることをご了承ください。選択内容削除フォルダアク
ション、ユーザーは Amazon から削除された E メールを復元できます WorkMail Web アプリケーションと
サポートされるクライアント。選択内容完全に削除するフォルダアクションでは、削除した E メールメッ
セージを復元することはできません。
アイテム保持ポリシーがアイテムを保持する日数は、アイテムが作成、変更、または移動された日時に基
づきます。たとえば、保持ポリシーが 1 年後にアイテムを削除した場合、ポリシーは、そのアイテムに対
して作成または最後にアクションを実行した日からの保持日数をカウントします。保持ポリシーを実装し
た日付には影響しません。
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ドメインの操作
Amazon を設定できます。 WorkMail をクリックして、カスタムドメインを使用します。また、ドメイン
を組織のデフォルトにして、を有効にすることもできます。 AutoDiscover Microsoft Outlook 用.
トピック
• ドメインの追加 (p. 93)
• ドメインの削除 (p. 96)
• デフォルトのドメインの選択 (p. 96)
• ドメインの検証 (p. 96)
• の有効化 AutoDiscover エンドポイントを設定するには (p. 100)
• ドメイン ID ポリシーの編集 (p. 104)
• SPF での E メールの認証 (p. 105)
• カスタムの MAIL FROM ドメインの設定 (p. 106)

ドメインの追加
Amazon には最大 100 個のドメインを追加できます。 WorkMail 組織。新しいドメインを追加する
と、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 送信権限付与ポリシーがドメイン ID ポリシーに自動的
に追加されます。これはAmazonを提供します WorkMail ドメインに対するすべての Amazon SES 送信ア
クションへのアクセスが可能になり、お客様のドメインに E メールをリダイレクトできるようになりま
す。メールを外部ドメインにリダイレクトすることもできます。

Note
ベストプラクティスは、<postmaster@> と <abuse@> のエイリアスをすべてのドメインへ追加
することです。組織の特定のユーザーがこれらのエイリアスに送信された E メールを受信するよ
うにする場合は、それらのエイリアスの配布グループを作成できます。

Amazonを設定するとき WorkMail カスタムドメインを使用している組織の場合は、ドメインの
DNS レコードについて次の点に注意してください。
• MX レコードおよび自動検出 CNAME レコードの場合は、有効期限 (TTL) 値を 3600 にします。MX レ
コードの更新やメールボックスの移行の後に TTL を短くすることで、メールサーバーによって古い MX
レコードや無効な MX レコードが使用されなくなります。
• ユーザーとディストリビューショングループを作成し、メールボックスが正常に移行されたら、MX レ
コードを更新して Amazon WorkMail への E メールの配信を開始する必要があります。DNS レコードの
更新処理には、最大で 48 時間かかる場合があります。
• DNS プロバイダによっては、DNS レコードの末尾にドメイン名が自動的に付加される場合がありま
す。既にドメイン名が含まれているレコード (_amazonses.example.com など) を追加すると、ドメイン
名が重複したレコード (_amazonses.example.com.example.com など) になる場合があります。レコード
名でドメイン名の重複を避けるには、DNS レコードのドメイン名の末尾にピリオドを追加します。これ
は、DNSプロバイダに対して、レコード名が完全修飾されていることを示すもので、ドメイン名と関係
なくなります。また、DNS プロバイダによってドメイン名が追加されないようにします。
• コピーされたレコード名にはドメイン名が含まれています。使用する DNS サービスによって、ドメイ
ン名が既にドメインの DNS レコードに追加されている場合があります。
• DNS レコードを作成したら、Amazon で更新アイコンを選択します。 WorkMail コンソールを使用
して、検証ステータスとレコード値を表示します。ドメインの検証の詳細については、ドメインの検
証 (p. 96) を参照してください。
• ドメインを MAIL FROM ドメインとして設定することをお勧めします。を有効化するには AutoDiscover
iOS デバイスの場合は、ドメインをMAIL FROMドメイン。コンソールの [Enhance deliverability] (配信性
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能の向上) セクションで、MAIL FROM ドメインのステータスが確認できます。詳細については、「カス
タムの MAIL FROM ドメインの設定 (p. 106)」を参照してください。

ドメインを追加するには
1.

にサインインします。AWS Management ConsoleAmazon を開きます。 WorkMail コンソール
でhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

3.

ナビゲーションペインで、[Organizations] (組織) を選択し、ドメインを追加する組織の名前を選択し
ます。

4.

ナビゲーションペインで、[Domains] (ドメイン) を選択し、[Add domain] (ドメインの追加) を選択し
ます。

5.

[Add domain] (ドメインの追加) 画面で、追加するドメイン名前を入力します。ドメイン名には、基本
ラテン (ASCII) 文字のみを含めることができます。

Note
Amazon Route 53 パブリックホストゾーンで管理されているドメインがある場合、ドメイン
名を入力するときに表示されるドロップダウンメニューからそのドメインを選択できます。
6.

[Add domain] (ドメインの追加) を選択します。
ページが表示され、新しいドメインの DNS レコードが一覧表示されます。ページでは、レコードを
次のセクションにグループ化します。
• ドメインの所有権
• WorkMail の設定
• セキュリティの向上
• E メール配信の向上
これらの各セクションには 1 つ以上の DNS レコードが含まれ、各レコードには [Status] (ステータス)
値が表示されます。次のリストに、レコードとその使用可能なステータス値を示します。
TXT 所有権
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
保留中 — まだ検証されていないレコード。
失敗 – 所有権を検証できません。レコードが一致しないか、または接続できません。
MX WorkMail 設定
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
見つからない — レコードを解決できません。
不整合 — 予想されるレコードに値が一致しません。
AutoDiscover
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
見つからない — レコードを解決できません。
不整合 — 予想されるレコードに値が一致しません。
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Note
- AutoDiscover 検証プロセスも正しいかどうかをチェックする AutoDiscover セッ
トアップ。このプロセスでは、各フェーズの設定が検証されます。検証が終了する
と、[Status] (ステータス) 列の [Verified] (検証済み) の横に緑色のチェックマークが表
示されます。[Verified] (検証済み) にカーソルを合わせると、どのフェーズがプロセス
によって検証されたかを確認できます。の詳細については、「」を参照してください。
AutoDiscover フェーズ、を参照してください。の有効化 AutoDiscover エンドポイントを
設定するには (p. 100)。
DKIM CNAME
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
保留中 — まだ検証されていないレコード。
失敗 – 所有権を検証できません。レコードが一致しないか、または接続できません。
DKIM 署名の詳細については「」を参照してください。Amazon SES での DKIM による E メール
の認証のAmazon Simple Email Service 開発者ガイド。
SPF TXT
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
見つからない — レコードを解決できません。
不整合 — 予想されるレコードに値が一致しません。
SPF 検証の詳細については、「SPF での E メールの認証 (p. 105)」を参照してください。
DMARC TXT
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
見つからない — レコードを解決できません。
不整合 — 予想されるレコードに値が一致しません
Amazon WorkMail での DMARC レコードの詳細については、Amazon Simple Email Service デベ
ロッパーガイドの Amazon SES での DMARC への準拠を参照してください。
ドメインからの TXT メール
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
保留中 — まだ検証されていないレコード。
失敗 – 所有権を検証できません。レコードが一致しないか、または接続できません。
ドメインからの MX メール
検証済み — 解決および検証済みのレコード。
見つからない — レコードを解決できません。
不整合 — 予想されるレコードに値が一致しません。
7.

次のステップでは、使用する DNS プロバイダに基づいて適切なアクションを選択します。

Route 53 ドメインを使用する場合
Version
1.0 53 のすべてを更新) を選択します。
• ページの上部で、[Update all in Route
53] (Route
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別の DNS プロバイダを使用する場合
• レコードをコピーし、DNS プロバイダに貼り付けます。レコードを一括でコピーすることも、一度
に 1 つずつコピーすることもできます。レコードを一括してコピーするには、[Copy all] (すべてコ
ピー) を選択します。これにより、DNS プロバイダにインポートできるファイルゾーンが作成され
ます。レコードを一度に 1 つずつコピーするには、レコード名の横にある重なり合う四角形を選択
し、それぞれを DNS プロバイダに貼り付けます。
8.

各レコードの [Status] (ステータス) を更新するには、更新アイコンを選択します。これにより、ドメ
インの所有権と Amazon WorkMail を使用したドメインの適切な設定が検証されます。

ドメインの削除
ドメインは不要になったら削除できます。ただし、まずドメインをメールアドレスとして使用している個
人またはグループを削除する必要があります。

ドメインを削除するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select
a Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、Amazon
Web Services 全般のリファレンスの「リージョン名とエンドポイント」を参照してください。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
ドメインのリストで、ドメイン名の横にあるチェックボックスをオンにし、[Remove] (削除) を選択し
ます。
[Remove domain] (ドメインの削除) ダイアログボックスで、削除するドメインの名前を入力
し、[Remove] (削除) を選択します。

デフォルトのドメインの選択
組織に関連付けられたドメインを、その組織内のユーザーおよびグループのデフォルトにすることができ
ます。ドメインをデフォルトにしても、既存の E メールアドレスは変更されません。

ドメインをデフォルトにするには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select
a Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、Amazon
Web Services 全般のリファレンスの「リージョン名とエンドポイント」を参照してください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ドメインのリストで、使用するドメイン名の横にあるチェックボックスをオンにし、[Set as default]
(デフォルトに設定) を選択します。

ドメインの検証
Amazon に追加した後、ドメインを検証する必要があります。 WorkMail console. ドメインを検証する
と、ドメインを所有していること、および Amazon を使用することが確認されます。 WorkMail をドメイ
ンの電子メールサービスとして指定します。
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TXT レコードと MX レコードを DNS サービスに追加することによりドメインを検証します。TXT レコー
ドを使用すると、DNS サービスにメモを追加できます。MX レコードは、受信メールサーバーを指定しま
す。
Amazon SES コンソールを使用して TXT レコードと MX レコードを作成し、Amazon を使用します。
WorkMail コンソールを使用して DNS サービスにレコードを追加します。以下の手順に従ってください。

TXT レコードと MX レコードを作成するには
1.

Amazon SES コンソール (https://console.aws.amazon.com/ses/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Domains] (ドメイン) を選択し、[Verify a New Domain] (新しいドメインの
検証) をクリックします。
[Verify a New Domain] (新しいドメインを検証) ダイアログボックスが表示されます。

3.

[Domain] (ドメイン) ボックスで、ドメインの追加 (p. 93) セクションで作成したドメインの名前を
入力します。

4.

(オプション) を使用する場合 DomainKeys ID メール (DKIM) で、DKIM 設定の生成[] チェックボック
スをオンにします。

5.

[Verify This Domain] (このドメインを検証) を選択します。
コンソールに TXT レコードと MX レコードのリストが表示されます。

6.

TXT リストの下にある [Download Record Set as CSV] (レコードセットを CSV としてダウンロードす
る) リンクをクリックします。
[Save As] (名前を付けて保存) ダイアログボックスが表示されます。ダウンロードする場所を選択
し、[Save] (保存) をクリックします。

7.

ダウンロードした CSV ファイルを開き、すべての内容をコピーします。

TXT レコードと MX レコードを作成したら、それらを DNS プロバイダに追加します。次のステップで
は、Route 53 を使用します。別の DNS プロバイダを使用していて、レコードの追加方法がわからない場
合は、プロバイダのドキュメントを参照してください。
1.

AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/
route53/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。次に、検証するドメインの横にあるラジオボ
タンを選択します。

3.

ドメインの DNS レコードのリストから、[Import zone file] (ゾーンファイルのインポート) を選択しま
す。

4.

[Zone file] (ゾーンファイル) で、コピーしたレコードをテキストボックスに貼り付けます。テキスト
ボックスの下にファイルのリストが表示されます。

5.

リストの末尾までスクロールし、[Import] (インポート) をクリックします。

Note
検証プロセスが完了するまで最大 72 時間かかることをご了承ください。

DNS サービスでの TXT レコードと MX レコードの検
証
ドメインを所有していることを検証する TXT レコードが、DNS サービスに正常に追加されたことを確
認します。この手順では、Windows および Linux で使用できる nslookup ツールを使用します。Linux で
は、dig を使用することもできます。
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nslookup ツールを使用するには、最初にドメインにサービスを提供する DNS サーバーを見つける必要
があります。その後、これらのサーバーに対して、TXT レコードを表示するためのクエリを実行します。
ドメインの DNS サーバーに対してクエリを実行できるのは、これらのサーバーに最も多く含まれている
ためです。 up-to-date ドメインの情報。この情報が他の DNS サーバーに伝達されるまでに時間がかかる
ことがあります。

nslookup を使用して DNS サービスに TXT レコードが追加されていることを確認
する
1.

ドメインのネームサーバーを検索します。
a.

コマンドプロント (Windows) またはターミナル (Linux) を開きます。

b.

次のコマンドを実行して、ドメインにサービスを提供しているすべてのネームサーバーを一覧表
示します。example.comをドメインに置き換えます。
nslookup -type=NS example.com

次のステップで、これらのサーバーのいずれかをクエリします。
2.

Amazonがそれを検証する WorkMail TXT レコードが正しく追加されました。
a.

次のコマンドを実行し、自分のドメインを example.com に置き換え、ns1.name-server.net
をステップ 1 のネームサーバーに置き換えます。
nslookup -type=TXT _amazonses.example.com ns1.name-server.net

b.

nslookup からの出力に表示される "text =" 文字列を確認します。この文字列が、Amazon
WorkMail コンソールの検証済みの送信者リストのドメインの TXT 値と一致することを確認しま
す。
次の例では、_amazonses.example.com で値が fmxqxT/icOYx4aA/bEUrDPMeax9/s3frblS
+niixmqk= の TXT レコードを見つけます。レコードが正しく更新されている場合、コマンドの
出力は以下のようになります。
_amazonses.example.com text = "fmxqxT/icOYx4aA/bEUrDPMeax9/s3frblS+niixmqk="

dig を使用して DNS サービスに TXT レコードが追加されていることを確認する
1.

ターミナルセッションを開きます。

2.

次のコマンドを実行して、ドメインの TXT レコードを一覧表示します。example.comをドメインに
置き換えます。
dig +short example.com txt

3.

コマンド出力の TXT に続く文字列が、Amazon WorkMail コンソールの [Verified Senders] (検証済み送
信者) リストでドメインを選択すると表示される TXT 値と一致することを確認します。

nslookup を使用して DNS サービスに MX レコードが追加されていることを確認
するには
1.

ドメインのネームサーバーを見つけます。
a.

コマンドプロントを開きます。

b.

次のコマンドを実行して、ドメインのすべてのネームサーバーを一覧表示します。
Version 1.0
98

アマゾン WorkMail 管理者ガイド
ドメイン検証のトラブルシューティング

nslookup -type=NS example.com

次のステップで、これらのサーバーのいずれかをクエリします。
2.

MX レコードが正しく追加されていることを確認します。
a.

次のコマンドを実行し、自分のドメインを example.com に置き換え、ns1.name-server.net
を前のステップで特定したいずれかのネームサーバーに置き換えます。
nslookup -type=MX example.com ns1.name-server.net

b.

コマンドの出力で、mail exchange = に続く文字列が以下のいずれかの値と一致することを
確認します。
米国東部 (バージニア北部) リージョン – 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
米国西部 (オレゴン) リージョン – 10 inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
欧州 (アイルランド) リージョン – 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com

Note
10 は MX preference 番号または優先順位を表します。

dig を使用して DNS サービスに MX レコードが追加されていることを確認する
1.

ターミナルセッションを開きます。

2.

次のコマンドを実行してドメインの MX レコードを一覧表示します。
dig +short example.com mx

3.

MX に続く文字列が、以下のいずれかの値と一致することを確認します。
米国東部 (バージニア北部) リージョン – 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
米国西部 (オレゴン) リージョン – 10 inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
欧州 (アイルランド) リージョン – 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com

Note
10 は MX preference 番号または優先順位を表します。

ドメイン検証のトラブルシューティング
ドメインの検証に関する一般的な問題のトラブルシューティングについては、次の提案を参照してくださ
い。
TXT レコード名でのアンダースコアの使用が DNS サービスによって許可されていない
_amazonses を TXT レコード名から削除します。
同じドメインを複数回検証しようするが、同じ名前の TXT レコードを複数持つことができない
DNS サービスにより同じ名前を持つ複数の TXT レコードを持つことが許可されない場合は、以下の
いずれかの対処法を使用します。
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• (推奨) TXT レコードに複数の値を割り当てます (DNS サービスによって許可される場合)。例え
ば、DNS が Amazon Route 53 によって管理されている場合、次のように、同じ TXT レコードに対
して複数の値を設定できます。
1. Route 53 コンソールで、最初のリージョンのドメインを検証したときに追加した _amazonses
TXT レコードを選択します。
2. [Value] (値) で、最初の値の後にカーソルを置き、[Enter] キーを押します。
3. 追加のリージョンの値を追加し、レコードセットを保存します。
• ドメインを 2 回だけ検証する必要がある場合は、その名前の _amazonses で TXT レコードを作成
することで、ドメインを 1 回検証できます。その後、そのレコード名の _amazonses を使用せず
に別のレコードを作成します。
アマゾン WorkMail コンソールが、ドメインの検証が失敗したことを報告する
アマゾン WorkMail DNS サービスに必要な TXT レコードを見つけられない。DNS サービスでの TXT
レコードと MX レコードの検証 (p. 97) の手順に従って必要な TXT レコードが適切に DNS サービ
スに追加されていることを確認します。
DNS プロバイダが TXT レコードの末尾にドメイン名を追加した
既にドメイン名が含まれている TXT レコード (_amazonses.example.com など) を追加すると、ドメ
イン名が重複したレコード (_amazonses.example.com.example.com など) になる場合があります。ド
メイン名の重複を避けるには、TXT レコードのドメイン名の末尾にピリオドを追加します。これによ
り、レコード名が完全修飾され、このドメイン名は TXT レコードに含まれていることが DNS プロバ
イダに示されます。
アマゾン WorkMail MX レコードがInconsistent (不整合)
既存のメールサーバーから移行するときに、MX レコードが不整合 のステータスを返す可能性があ
ります。Amazon を参照するように MX レコードを更新します。 WorkMail 前のメールサーバーを参
照する代わりに。サードパーティーの E メールプロキシが Amazon WorkMail と共に使用される場
合、MX レコードも不整合として返されます。この場合、不整合警告を無視しても安全です。

の有効化 AutoDiscover エンドポイントを設定する
には
AutoDiscover を使用すると、E メールアドレスとパスワードのみを使用して Microsoft Outlook とモバイル
クライアントを設定できます。このサービスは Amazon への接続を維持しています WorkMail エンドポイ
ントまたは設定を変更すると、ローカル設定が更新されます。また、 AutoDiscover クライアントが追加
の Amazon を使用できるようにする WorkMail オフラインアドレス帳、Out-of-Office Assistant などの機能
や、カレンダーの空き時間情報の表示機能を使用できます。
クライアントは以下のことを実行します。 AutoDiscover サーバーのエンドポイント URL を検出する
フェーズ:
• フェーズ 1 – クライアントはローカルアクティブディレクトリに対してセキュアコピープロトコル
(SCP) ルックアップを実行します。クライアントがドメインに参加していない場合、 AutoDiscover この
手順をスキップします。
• フェーズ 2 – クライアントは以下の URL にリクエストを送信し、結果を検証します。これらのエンドポ
イントは HTTPS でのみ使用できます。
• https://company.tld/autodiscover/autodiscover.xml
• https://autodiscover.company.tld/autodiscover/autodiscover.xml
• フェーズ 3 – クライアントは autodiscover.company.tld に対して DNS ルックアップを実行し、得られた
エンドポイントに対する非認証 GET リクエストをユーザーの E メールアドレスから送信します。サー
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バが 302 リダイレクトを返すと、クライアントが AutoDiscover 返された HTTPS エンドポイントに対し
て要求します。
これらのフェーズがすべて失敗した場合、クライアントは自動的に設定されません。モバイルデバイスの
手動設定については、デバイスを手動で接続するを参照してください。
の追加が求められます。 AutoDiscover Amazon WorkMail にドメインを追加すると、プロバイダーに
DNS レコードが表示されます。これにより、クライアントが、のフェーズ 3 を実行できるようになり
ます。 AutoDiscover プロセス。ただし、これらのステップは、Android の E メールアプリケーションな
ど、一部のモバイルデバイスでは機能しません。その結果、セットアップが必要になる場合があります。
AutoDiscover 手動フェーズ 2.
セットアップには、次の方法を使用します。 AutoDiscover ドメインのフェーズ 2:

(推奨) Route 53 と Amazon CloudFront を使用する
Note
以下のステップでは、https://autodiscover.company.tld/autodiscover/autodiscover.xml のプロキ
シを作成する方法を示しています。https://company.tld/autodiscover/autodiscover.xml のプロキ
シを作成するには、autodiscover. プレフィックスを以下の手順でドメインから削除します。
を使用する CloudFront Route 53 が料金が発生する可能性があります。適用される料金の詳細に
ついては、「」を参照してください。アマゾン CloudFront 価格そしてAmazon Route 53 の価格
設定。

を有効化するには AutoDiscover Route 53 と CloudFront を使用したフェーズ 2
1.

autodiscover.company.tld の SSL 証明書を取得し、AWS Identity and Access Management (IAM) ま
たは AWS Certificate Manager にアップロードします。詳細については、IAM ユーザーガイドのサー
バー証明書の使用または AWS Certificate Manager ユーザーガイドの使用開始を参照してください 。

2.

新しい を作成する CloudFront ディストリビューション:
1. を開く CloudFront コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home。
2. ナビゲーションペインで、[Distribution] (ディストリビューション) を選択します。
3. [Create Distribution] (ディストリビューションを作成) を選択します。
4. [Web] (ウェブ) で [Get Started] (使用を開始) を選択します。
5. [Origin Settings] (元の設定) で、以下の値を入力します。
• [Origin Domain Name] (元のドメイン名) – リージョンの適切なドメイン名
• 米国東部 (バージニア北部) - autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com
• 米国西部 (オレゴン) - autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com
• 欧州 (アイルランド) – autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com
• 元のプロトコルポリシー — 目的のポリシー: Match Viewer

Note
オリジンのパス は空白にしてください。[Origin ID] (オリジン ID) の自動入力値を変更し
ないでください。
6. [Default Cache Behavior Settings] (デフォルトのキャッシュ動作設定) で、リスト化されている設定
の以下の値を選択します。
• ビューワープロトコルポリシー: HTTPS Only
• 許可される HTTP メソッド: ゲット、ヘッド、オプション、プット、ポスト、パッチ、削除
• 選択されたリクエストヘッダーに基づいたキャッシュ: すべて
• Cookie の転送: すべて
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• クエリ文字列の転送とキャッシュ: None (Improves Caching)
• スムーズストリーミング: なし
• 閲覧者のアクセスの制限: なし
7. [Distribution Settings] (ディストリビューション設定) で、以下の値を選択します。
• 価格クラス: 米国、カナダ、ヨーロッパのみを使用
• [Alternate Domain Names (CNAMEs)] (代替ドメイン名 (CNAME)) で、company.tld がドメイ
ン名の場合は、autodiscover.company.tld または company.tld を入力してください。
• SSL 証明書: 独自 SSL 証明書 (IAM に保存)
• 独自 SSL クライアントのサポート: 選択すべてのクライアントまたはServer Name Indication
(SNI) Support クライアントのみ。古いバージョンの Android は、後者のオプションでは動作しな
い可能性があります。

Note
[All Clients] (すべてのクライアント) を選択する場合は、[Default Root Object] (デフォル
トのルートオブジェクト) を空欄のままにします。
• ログ記録: [On] または [Off] を選択します。[On] (オン) にするとログ記録が有効になります。
• [Comment] (コメント) に、AutoDiscover type2 for autodiscover.company.tld と入
力します。
• [Distribution State] (ディストリビューションの状態) で、[Enabled] (有効) を選択します。
8. [Create Distribution] (ディストリビューションを作成) を選択します。
3.

Route 53 コンソールで、使用するドメイン名宛のインターネットトラフィックを CloudFront ディス
トリビューション。

Note
これらのステップは、example.com の DNS レコードが Route 53 でホストされていること
を前提としています。Route 53 を使用しない場合は、DNS プロバイダのマネジメントコン
ソールの手順に従ってください。
1. コンソールのナビゲーションペインで、[Hosted Zones] (ホストゾーン) を選択し、ドメインを選択
します。
2. ドメインのリストで、使用するドメイン名を選択します。
3. [Records] (レコード) で、[Create record] (レコードの作成) を選択します。
4. [Quick create record] (レコードのクイック作成) で、以下のパラメータを設定します。
• [Record Name] (レコード名) で、レコードの名前を入力します。
• [Routing policy] (ルーティングポリシー) で、[Simple routing] (シンプルルーティング) を選択しま
す。
• [Alias] (エイリアス) スライダーを選択して、オンにします。オン状態にすると、スライダーが青
に変わります。
• [Record type] (レコードタイプ) リストで、[A - Routes traffic to an IPv4 address and some AWS
resources] (A – IPv4 アドレスと一部の AWS リソースにトラフィックをルーティングします) を
選択します。
• [Route traffic to] (トラフィックのルーティング先) で、[Alias to CloudFront distribution]
(CloudFront ディストリビューションへのエイリアス) を選択します。
• 検索ボックスが [Route traffic to] (トラフィックのルーティング先) リストの下に表示されま
す。CloudFront ディストリビューションの名前をテキストボックスに入力します。検索ボックス
を選択すると表示されるリストからディストリビューションを選択することもできます。
5. [Create record] (レコードを作成) を選択します。
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Apache ウェブサーバーの使用
以下のステップでは、Apache ウェブサーバーを使用して https://autodiscover.company.tld/
autodiscover/autodiscover.xml のプロキシを作成する方法を示しています。https://company.tld/
autodiscover/autodiscover.xml のプロキシを作成するには、「autodiscover」 プレフィックスを次のス
テップでドメインから削除します。

を有効化するには AutoDiscover Apache ウェブサーバーのフェーズ 2
1.

SSL 対応の Apache サーバーで以下のディレクティブを実行します。
SSLProxyEngine on ProxyPass /autodiscover/autodiscover.xml https://autodiscoverservice.mail.REGION.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml

2.

必要に応じて、次の Apache モジュールを有効にします。方法がわからない場合は、Apache ヘルプ
を参照してください。
• proxy
• proxy_http
• socache_shmcb
• ssl

AutoDiscover のテストとトラブルシューティングの詳細については、以下のセクションをご参照くださ
い。

AutoDiscover フェーズ 2 のトラブルシューティング
DNS プロバイダAutoDiscover で設定したら、 AutoDiscover エンドポイントの設定。エンドポイントが正
しく設定されている場合、エンドポイントは未承認のリクエストメッセージで応答します。

基本的な未承認リクエストを作成するには
1.

ターミナルから、への未承認 POST リクエストを作成します。 AutoDiscover エンドポイントにする
必要があります。
$ curl -X POST -v https://autodiscover.''company.tld''/autodiscover/autodiscover.xml

エンドポイントが正しく設定されている場合は、次の例に示すように、401 unauthorized メッ
セージを返します。
$ curl -X POST -v https://autodiscover.''company.tld''/autodiscover/autodiscover.xml
...
HTTP/1.1 401 Unauthorized

2.

次に、リアルをテストします。 AutoDiscover リクエスト. 以下の XML コンテンツを含む
request.xml ファイルを作成します。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/mobilesync/
requestschema/2006">
<Request>
<EMailAddress>testuser@company.tld</EMailAddress>
<AcceptableResponseSchema>
http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/mobilesync/
responseschema/2006
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</AcceptableResponseSchema>
</Request>
</Autodiscover>

3.

を使用するrequest.xml作成したファイルを認証した AutoDiscover エンドポイントにリクエストし
ます。忘れずに testuser@company.tld を有効な E メールアドレスに置き換えてください。
$ curl -d @request.xml -u testuser@company.tld -v https://autodiscover.company.tld/
autodiscover/autodiscover.xml

エンドポイントが正しく設定されている場合、レスポンスは次の例のようになります。
$ curl -d @request.xml -u testuser@company.tld -v https://autodiscover.company.tld/
autodiscover/autodiscover.xml
Enter host password for user 'testuser@company.tld':
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/
responseschema/2006" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Response xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/mobilesync/
responseschema/2006">
<Culture>en:us</Culture>
<User>
<DisplayName>User1</DisplayName>
<EMailAddress>testuser@company.tld</EMailAddress>
</User>
<Action>
<Settings>
<Server>
<Type>MobileSync</Type>
<Url>https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-ServerActiveSync</Url>
<Name>https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-ServerActiveSync</Name>
</Server>
</Settings>
</Action>
</Response>

ドメイン ID ポリシーの編集
ドメイン識別ポリシーでは、E メールアクション (E メールのリダイレクトなど) に対するアクセス許可を
指定します。たとえば、Amazon の任意のメールアドレスに E メールをリダイレクトできます。 WorkMail
組織。

Note
Amazon, 2022 年 4 月 1 日現在 WorkMail の代わりに、サービスプリンシパルを認可に使用し始め
たAWSアカウント・プリンシパル。2022 年 4 月 1 日より前にドメインを追加した場合は、認証
に AWS アカウントプリンシパルを使用する古いポリシーが存在する可能性があります。その場
合、最新のポリシーに更新することをお勧めします。このセクションでは、方法について説明し
ます。組織は、更新中も通常どおりメールを送信し続けます。
カスタムの Amazon SES ポリシーを使用しない場合にのみ、以下の手順に従います。カスタムの Amazon
SES ポリシーを使用する場合は、自分で更新する必要があります。詳細については、このトピックで後述
する「カスタムの Amazon SES サービスプリンシパルポリシー (p. 105)」を参照してください。
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Important
既存のドメインを削除しないでください。そうすると、メールサービスが中断されます。既存の
ドメインを再入力するだけで済みます。

ドメイン ID ポリシーを更新するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。これを行うには、検索ボックスの右側にある [Select a
region] (リージョンの選択) リストを開き、目的のリージョンを選択します。リージョンに関する詳細
情報については、Amazon Web Services 全般のリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照し
てください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Domains] (ドメイン) を選択します。

4.

再入力するドメインの名前を強調表示してコピーし、Add Domain (ドメインを追加) を選択します。
[Add source] (ソースの追加) ダイアログボックスが表示されます。

5.

コピーした名前を [Domain name] (ドメイン名) ボックスに貼り付け、[Add domain] (ドメインの追加)
を選択します。

6.

組織内の残りのドメインについて、手順 3～5 を繰り返します。

カスタムの Amazon SES サービスプリンシパルポリ
シー
カスタムの Amazon SES ポリシーを使用する場合は、この例をドメインで使用するように変更します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AuthorizeWorkMail",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "workmail.REGION.amazonaws.com"
},
"Action": [
"ses:*"
],
"Resource": "arn:aws:ses:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:identity/WORKMAIL-DOMAIN-NAME",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn":
"arn:aws:workmail:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:organization/WORKMAIL_ORGANIZATION_ID"
}
}
}
]

}

SPF での E メールの認証
Sender Policy Framework (SPF) は、E メールのなりすましに対抗するために設計された E メールの検証
標準です。なりすまし悪意のあるアクターから送信されたメールを、正当なユーザーが送信したメールの
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ように見えるようにする行為ですか。Amazon WorkMail 対応ドメイン用の SPF の設定については、「」
を参照してください。Amazon SES での SPF での E メールの認証。

カスタムの MAIL FROM ドメインの設定
デフォルトでは、Amazon WorkMail amazonses.com のサブドメインをMAIL FROM送信メールのドメイ
ン。ドメインの DMARC ポリシーが SPF に対してのみ設定されている場合、配信が失敗する可能性があ
ります。これを解決するには、独自のドメインを MAIL FROM ドメインとして設定します。自分のドメイ
ンを MAIL FROM ドメインを設定する方法を知るには、Amazon Simple Email Service デベロッパーガイ
ドのカスタム MAIL FROM ドメインの設定を参照してください。

Important
を有効にする場合は、カスタム MAIL FROM ドメインが必要です。 AutoDiscover iOS デバイス
用.
カスタム MAIL FROM ドメインの詳細については、「Amazon SES でカスタム MAIL FROM ドメインをサ
ポートするようになりました」を参照してください。
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ユーザーの使用
Amazon からユーザーを作成したり削除したりできます。 WorkMail。さらに、E メールパスワードをリ
セットし、メールボスクォータとデバイスアクセスを管理、およびメールボックスアクセス許可をコント
ロールすることもできます。
トピック
• ユーザーアカウントの管理 (p. 107)
• E メールヘッダーの表示 (p. 112)
• 通知の使用 (p. 113)
• 署名または暗号化された E メールの有効化 (p. 115)

ユーザーアカウントの管理
アマゾン WorkMail には、ユーザーアカウントを管理するためのツールとオプションが含まれています。
ユーザーを作成または既存のユーザーを有効化、メールアドレスの編集、メールエイリアスを作成、ユー
ザーの詳細を編集、ユーザーパスワードをリセットします。
トピック
• ユーザーの作成 (p. 107)
• 既存ユーザーの有効化 (p. 108)
• ユーザーアカウントの無効化 (p. 108)
• ユーザーの E メールアドレスの編集 (p. 109)
• ユーザー詳細の編集 (p. 109)
• ユーザーのパスワードのリセット (p. 111)
• Amazon トラブルシューティング WorkMail のパスワードポリシー (p. 111)

ユーザーの作成
ユーザーを作成すると、Amazon WorkMail それらのユーザー用にメールボックスが自動的に作成されま
す。ユーザーは、Amazon からログインして、E メールにアクセスできます。 WorkMail ウェブアプリケー
ションから、モバイルデバイスから、または macOS や PC 上の Microsoft Outlook を使用することもでき
ます。

ユーザーを作成するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizations[] を選択し、ユーザーを追加する組織を選
択します。

3.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Users、[] を選択します。ユーザーの作成。
-ユーザーの作成画面が表示されます。
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4.

[]ユーザーの詳細、[User name]フィールドに、ユーザーの名前を入力します。この名前はに表示され
ます。Eメールアドレスボックスに移動するとそのように表示されます。ユーザにユーザ名とは異な
る電子メールアドレスを持たせたい場合は、Eメールアドレスフィールド。

5.

(オプション) ユーザーの名と姓を [] に、[] を選択します。名そして姓ボックスに移動します。

6.

左表示名ボックスで、ユーザーの表示名を入力します。

7.

[]メール設定で、メールエイリアスをEメールアドレスボックスまたは別のものを入力してください。
次に、ユーザーのパスワードをパスワードそしてリピートパスワードボックス。最後に、ユーザーの
作成。

既存ユーザーの有効化
Amazonを統合するとき WorkMail 社内 Active Directory を使用またはSimple AD ディレクトリにユーザー
がすでにある場合は、Amazon でこれらのユーザーを有効にすることができます。 WorkMail。また、次の
手順に従って、アカウントが無効になったユーザーを再び有効にします。

既存のディレクトリユーザーを有効にするには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizations[] で、ユーザーを有効にする組織を選択し
ます。

3.

ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
グループのユーザーのリストが表示されます。有効、無効、およびシステムユーザー状態のユーザー
アカウントがリストに表示されます。

4.

無効なアカウントを持つユーザーのリストから、有効にするユーザーのチェックボックスを選択
し、の有効化。
-ユーザーの有効化] ダイアログボックスが表示されます。

5.

必要に応じて、各ユーザーのプライマリ電子メールアドレスを確認して変更し、の有効化。

ユーザーアカウントの無効化
グループ内のユーザーアカウントは、いつでも無効にすることができます。アカウントを無効にすると、
すぐにアクセスできなくなります。30日以上無効にされたユーザーアカウントは、Amazonから受信トレ
イが削除されます WorkMail。
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizationsをクリックし、無効化するユーザーを含む
組織を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
すべてのユーザーのリストが表示され、有効、無効、およびシステムユーザー状態のアカウントが表
示されます。
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4.

有効化されたユーザーのリストから、無効化するアカウントのチェックボックスを選択してから
[Disable (無効)。
-ユーザーの無効化] ダイアログボックスが表示されます。

5.

[Disable] (無効化) を選択します。

ユーザーの E メールアドレスの編集
ユーザーメールアドレスを編集すると、次の操作を実行できます。
• 電子メールアドレスをユーザーに割り当てる
• メールエイリアスをユーザーに割り当てる
• ユーザー用に新しいデフォルトメールアドレスを設定します。
ユーザーにアドレスを割り当てるとき、Amazon WorkMail は、デフォルトのメールアドレスを使用して送
信メールを送信します。メールエイリアスを割り当てると、ユーザーは別のアドレスまたはドメインから
の E メールを送受信できます。詳細については、を参照してください。エイリアスとして送信する。

E メールアドレスを編集するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizations[] で使用する組織を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Users[] を選択し、目的のユーザー名を選択します。

Note
必ず名前を選択してから、名前の横にあるチェックボックスを選択しないでください。[] を
開くには、名前を選択する必要があります。ユーザーの詳細ページで.
-ユーザーの詳細ページが表示されます。
4.

[編集] を選択します。
-ユーザーの編集画面が表示されます。

5.

[]Eメールアドレス、選択エイリアスを追加する[]、[] の順に選択します。
• メールアドレスを追加するには、左側のボックスにエイリアスを入力します。次に、使用可能なド
メインのリストからドメインを選択します。
• エイリアスを追加するには、左側のボックスにエイリアスを入力します。ドメインを変更しないで
ください。
• 新しいメールアドレスを設定するには、[] で使用するメールアドレスを入力します。このユーザー
に使用されるプライマリメールアドレスボックスに移動するとそのように表示されます。

6.

必要に応じて手順 5 を繰り返し、さらにアドレスまたはエイリアスを入力します。完了した
ら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

ユーザー詳細の編集
ユーザーの詳細を編集すると、次の項目を変更できます。
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• 個人データ— 名前、メールアドレス、電話番号、その他の個人情報。
• メールボックスのクォータ (サイズ)— クォータの範囲は 1 MB ～ 51,200 MB (50 GB) です。アマゾン
WorkMail は、クォータの 90% に達すると、ユーザーに通知します。また、ユーザーのメールボックス
クォータを変更しても、料金には影響しません。料金の詳細については、「」を参照してください。ア
マゾン WorkMail 料金。
• モバイルデバイスアクセス— デバイスを削除してワイプし、デバイスの詳細を表示します。
• メールボックスのアクセス許可：メールボックスを使用するアクセス許可をユーザーに付与し、メール
ボックスに対するさまざまなレベルのアクセス権をユーザーに付与します。

Note
Amazonを統合する場合 WorkMail を AD Connector ディレクトリで使用している場合、からこれ
らの詳細を編集することはできません。AWS Management Console。代わりに、アクティブディ
レクトリ管理ツールを使用して編集する必要があります。組織の相互運用性モードが有効な場合
は、制限が適用されます。詳細については、「相互運用性モードの制約事項 (p. 51)」を参照して
ください。

ユーザーの詳細を編集するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizations[] で使用する組織を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Organizations[] を選択し、使用する組織を選択します。

4.

ナビゲーションペインで [] [] を選択します。Users[] を選択し、編集するユーザーの名前を選択しま
す。

5.

次のいずれかを実行します。
個人データを編集するには
1. 左ユーザーの詳細[] セクションで、編集。
2. []ユーザーの詳細で、必要に応じてユーザーの個人情報を入力または変更します。
3. 完了したら、[] を選択します変更を保存する。
メールボックスのクォータを編集するには
1. []ユーザーの詳細で、クォータタブを選択してから、[] を選択します。編集。
2. 左メールボックスのクォータを更新する[] ボックスにメールボックサイズを入力します。次の値を
入力できます。1に51200。
3. [Save] (保存) を選択します。
モバイルデバイスのデータを管理するには

Note
モバイルデバイスを管理するには、まずユーザーがデバイスを Amazon のインスタンスに接
続する必要があります。 WorkMail。モバイルデバイスの接続については、を参照してくださ
い。Amazon 用のモバイルデバイスクライアントの設定 WorkMail。
1. []ユーザーの詳細で、モバイルデバイスタブ。
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2. デバイスの現在のリストを表示するには、更新。
3. デバイスの詳細を表示するには、デバイス ID列でロードバランサーの ID をクリックします。
4. デバイスを削除またはワイプするには、デバイス名の横にあるラジオボタンを選択し、を削除しま
す。またはWipe必要に応じて。
5. 表示されたダイアログボックスで、削除またはワイプ操作を確認します。デバイスをAmazonと同
期すると、ユーザーが再び表示されることに注意してください WorkMail をクリックします。
メールボックスのアクセス許可を編集するには
1. [Permissions] (許可) タブを選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
a. 権限を追加するには、アクセス許可を追加する。を開く新しいアクセス許可を追加するリストで
ユーザーまたはグループを選択し、ユーザーまたはグループの権限設定を選択して、保存。
b. ユーザーのアクセス許可を編集するには、ユーザー名の横のボタンを選択します。選択編集[]
で、目的のオプションを選択し、[]、[]保存。
アクセス許可オプションの詳細については、「」を参照してください。メールボックスのアクセス
許可の使用 (p. 131)。
3. すべてのアクセス許可を取り消すには、[]を削除します。を選択し、削除を確認します。

ユーザーのパスワードのリセット
ユーザーがパスワードを忘れた場合、またはAmazonへのサインインに問題がある場合 WorkMailで、パス
ワードをリセットできます。

Note
Amazonを統合している場合 WorkMail を AD Connector ディレクトリで使用している場合
は、Active Directory でユーザーパスワードをリセットする必要があります。

ユーザーのパスワードをリセットするには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。

4.

ユーザーのリストで、ユーザーの名前の横にあるチェックボックスを選択してから [パスワードのリ
セット。

5.

左パスワードのリセット[] ダイアログボックスで、新しいパスワードを入力して、[] および [] を選択
します。Reset。

Amazon トラブルシューティング WorkMail のパス
ワードポリシー
パスワードのリセットが成功しない場合は、新しいパスワードがパスワードポリシーの要件を満たしてい
ることを確認します。
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パスワードポリシーの要件は、Amazon が使用するディレクトリタイプによって異なります。 WorkMail組
織が使用しています。
アマゾン WorkMail ディレクトリとSimple AD ディレクトリのパスワードポリシー
デフォルトでは、Amazon 用のパスワード WorkMail ディレクトリまたは Simple AD ディレクトリの条件
は次のとおりです。
• 空ではない
• 8 文字以上である
• 64 文字未満である
• 基本ラテン文字または Latin-1 文字で構成される
パスワードは、以下の 5 種類のグループのうち 3 種類の文字を含んでいる必要がありまs。
• 英大文字
• 英小文字
• 数字 (0～9)
• 特殊文字 (<、~、または ! など)
• Latin-1 supplement 文字 (é、ü、または ñ など)
アマゾン WorkMail ディレクトリパスワードポリシーは変更できません。
Simple AD パスワードポリシーを変更するには、Simple AD ディレクトリの Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) Windows インスタンスにある AD 管理ツールを使用します。詳細については、AWS
Directory Service 管理ガイドのアクティブディレクトリ管理ツールのインストールを参照してください。
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリのパスワードポリシー
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリのデフォルトのパスワードポリシーに関する詳細は、AWS
Directory Service 管理ガイドの AWS Managed Microsoft AD のパスワードポリシーを管理するを参照して
ください。
AD Connector パスワードポリシー
AD Connector は接続するアクティブディレクトリドメインのパスワードポリシーを使用します。パスワー
ドポリシー設定の詳細については、Active Directory ドメインのドキュメントを参照してください。

E メールヘッダーの表示
メールヘッダーの情報は、ユーザーの E メールに関する一般的な問題のトラブルシューティングに役立ち
ます。アマゾン WorkMail では、任意のメッセージのヘッダー情報を表示できます。

Amazon でメールヘッダーを表示するには WorkMail
1.

アマゾンで WorkMail Web アプリケーションで、電子メールメッセージをダブルクリックして開きま
す。

2.

選択メッセージオプション(歯車と封筒のアイコン) は、メッセージの右上隅の送信時点日付。

E メールヘッダーは、[Internet Headers] (インターネットヘッダー) の下に表示されます。
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通知の使用
アマゾンと一緒に WorkMail プッシュ通知 API を使用すると、新しい E メールやカレンダーの更新など、
メールボックスでの変更に関するプッシュ通知を受信できます。URL (またはプッシュ通知のレスポンダ)
を登録して、通知を受け取る必要があります。この機能により、開発者はAmazon向けのレスポンシブア
プリケーションを作成できます WorkMail ユーザーは、アプリケーションはユーザーのメールボックスか
ら変更に関する通知をすぐに受け取るため、
詳細については、Exchange の通知サブスクリプション、メールボックスイベント、および EWS を参照し
てください。
メールボックス変更イベント (新しいメール、作成済み、変更済みを含む) について、受信トレイやカレン
ダーなどの特定のフォルダ、またはすべてのフォルダをサブスクライブして、すべてのフォルダをサブス
クライブできます。
EWS Java API やマネージド EWS C# API などのクライアントライブラリを使用して、この機能にアクセ
スできます。AWS Lambda および API Gateway を使用 (AWS Serverless フレームワークを使用) して開
発された、プッシュレスポンダの完全なサンプルアプリケーションが利用可能です。にAWS GitHub ペー
ジ。これには EWS Java API が使用されています。
プッシュサブスクリプションのリクエストの例を次に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:t="http://
schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
<soap:Body>
<m:Subscribe xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
<m:PushSubscriptionRequest>
<t:FolderIds>
<t:DistinguishedFolderId Id="inbox" />
</t:FolderIds>
<t:EventTypes>
<t:EventType>NewMailEvent</t:EventType>
<t:EventType>CopiedEvent</t:EventType>
<t:EventType>CreatedEvent</t:EventType>
<t:EventType>DeletedEvent</t:EventType>
<t:EventType>ModifiedEvent</t:EventType>
<t:EventType>MovedEvent</t:EventType>
</t:EventTypes>
<t:StatusFrequency>1</t:StatusFrequency>
<t:URL>https://YOUR_PUSH_RESPONDER_URL</t:URL>
</m:PushSubscriptionRequest>
</m:Subscribe>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

サブスクリプションのリクエスト結果の成功例を次に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<ServerVersionInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
MajorVersion="14" MinorVersion="2" MajorBuildNumber="390" Version="Exchange2010_SP2"
MinorBuildNumber="3" />
</Header>
<soap:Body>
<m:SubscribeResponse xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/
messages" xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
<m:ResponseMessages>
<m:SubscribeResponseMessage ResponseClass="Success">
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<m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
<m:SubscriptionId>hKJETtoAdi9PPW0tZDQ4MThmMDoVYB</m:SubscriptionId>
<m:Watermark>AAAAAAA=</m:Watermark>
</m:SubscribeResponseMessage>
</m:ResponseMessages>
</m:SubscribeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

その後、通知はサブスクリプションリクエストで指定された URL に送信されます。通知の例を次に示しま
す。
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
<t:RequestServerVersion
xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages"
Version="Exchange2010_SP2">
</t:RequestServerVersion>
</soap:Header>
<soap:Body>
<m:SendNotification
xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
<m:ResponseMessages>
<m:SendNotificationResponseMessage ResponseClass="Success">
<m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
<m:Notification>
<t:SubscriptionId>hKJETtoAdi9PPW0tZDQ4MThmMDoVYB</t:SubscriptionId>
<t:PreviousWatermark>ygwAAAAAAAA=</t:PreviousWatermark>
<t:MoreEvents>false</t:MoreEvents>
<t:ModifiedEvent>
<t:Watermark>ywwAAAAAAAA=</t:Watermark>
<t:TimeStamp>2018-02-02T15:15:14Z</t:TimeStamp>
<t:FolderId Id="AAB2L089bS1kNDgxOGYwOGE5OTQ0="></t:FolderId>
<t:ParentFolderId Id="AAB2L089bS1kNDgxOGYwOGE="></
t:ParentFolderId>
</t:ModifiedEvent>
</m:Notification>
</m:SendNotificationResponseMessage>
</m:ResponseMessages>
</m:SendNotification>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

プッシュ通知レスポンダが通知を受信したことを認識するには、以下のように応答する必要があります。
<?xml version="1.0"?>
<s:Envelope xmlns:s= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<SendNotificationResult xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/
messages">
<SubscriptionStatus>OK</SubscriptionStatus>
</SendNotificationResult>
</s:Body>
</s:Envelope>

プッシュ通知の受信をサブスクリプション解除するには、クライアントは SubscriptionStatus フィー
ルドでサブスクリプション解除レスポンスを送信する必要があります。その例を次に示します。
<?xml version="1.0"?>
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<s:Envelope xmlns:s= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<SendNotificationResult xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/
messages">
<SubscriptionStatus>Unsubscribe</SubscriptionStatus>
</SendNotificationResult>
</s:Body>
</s:Envelope>

プッシュ通知レスポンダの状態を確認するため、Amazon WorkMail 「ハートビート」(とも呼ば
れるStatusEvent). 送信される頻度は、初期サブスクリプションリクエストで指定されている
StatusFrequency パラメータによって決まります。たとえば、と指定します。StatusFrequency等
しい1、aStatusEvent1 分ごとにが送信されます。この値は 1～1440 分の範囲で指定できます。この
StatusEvent は次のようになります。
<?xml version="1.0 (http://www.w3.org/TR/REC-xml/)" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
<t:RequestServerVersion xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/
types" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages"
Version="Exchange2010_SP2"/>
</soap:Header>
<soap:Body>
<m:SendNotification xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
<m:ResponseMessages>
<m:SendNotificationResponseMessage ResponseClass="Success">
<m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
<m:Notification>
<t:SubscriptionId>hKJETtoAdi9PPW0tZDQ4MThmMDoVYB</t:SubscriptionId>
<t:PreviousWatermark>AAAAAAAAAAA=</t:PreviousWatermark>
<t:MoreEvents>false</t:MoreEvents>
<t:StatusEvent>
<t:Watermark>AAAAAAAAAAA=</t:Watermark>
</t:StatusEvent>
</m:Notification>
</m:SendNotificationResponseMessage>
</m:ResponseMessages>
</m:SendNotification>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

クライアントのプッシュ通知レスポンダーが同じで応答しなかった場合OKステータスは以前と同じで、通
知は最大で再試行されますStatusFrequency分。例えば、StatusFrequency が 5 に等しく、最初の
通知が失敗した場合、最大 5 分にわたり通知が再試行され、再試行の間にエクスポネンシャルパックオフ
が行われます。再試行時間の有効期限が切れた後でも通知が配信されない場合、サブスクリプションは無
効になり、新しい通知は配信されません。メールボックスイベントについての通知を引き続き受信するに
は、新しいサブスクリプションを作成する必要があります。現時点では、メールボックスあたり最大 3 つ
のサブスクリプションにサブスクライブできます。

署名または暗号化された E メールの有効化
S/MIME を使用すると、組織内外の署名または暗号化された E メールをユーザーが送信できるようになり
ます。

Note
グローバルアドレス一覧 (GAL) のユーザー証明書は、接続されているアクティブディレクトリ
セットアップでのみサポートされています。
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暗号化または署名された E メールをユーザーが送信できるようにするには
1.
2.

Active Directory (AD) Connector をセットアップします。オンプレミスディレクトリに AD Connector
をセットアップすると、ユーザーは既存の社内認証情報を引き続き使用できます。
証明書の設定自動登録を使用して、ユーザー証明書を自動的に発行してアクティブディレクトリに保
存します。アマゾン WorkMailアクティブディレクトリからユーザー証明書を受け取り、GAL に発行
します。詳細については、証明書の自動登録を設定するを参照してください。

3.

生成された証明書を Microsoft Exchange を実行しているサーバーからエクスポートしてメールで送信
することで、ユーザーに配布します。

4.

各ユーザーは E メールプログラム (Windows Outlook など) とモバイルデバイスに証明書をインストー
ルします。
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グループの使用
Amazon では、グループを配布リストとして使用できます。 WorkMail 一般的な電子メールアドレス（な
ど）のメールを受信する場合<sales@example.com>または<support@example.com>。グループに複
数の E メールのエイリアスを作成できます。
また、グループをセキュリティグループとして使用し、メールボックスやカレンダーを特定のチームと共
有することもできます。
グループには独自のメールボックスを持たず、グループに付与できるメールボックスのアクセス許可に影
響します。グループのメールボックスアクセス許可の設定については、「」を参照してください。グルー
プのメールボックスのアクセス許可を管理する (p. 134)。

Note
新しく追加されたグループが Microsoft Outlook のオフラインアドレス帳に表示されるまで、最大
2 時間かかることがあります。
トピック
• グループを作成する (p. 117)
• グループの有効化 (p. 118)
• グループへのメンバーとしてのユーザーの追加 (p. 118)
• グループからユーザーを削除する (p. 119)
• グループを無効にする (p. 119)
• グループの削除 (p. 120)

グループを作成する
Amazon からグループを作成できます。 WorkMail console. グループのエイリアスを作成することもでき
ます。

グループを作成するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.
3.

必要に応じて、AWS リージョンを変更コンソールウィンドウの上部にあるバーで、リージョンの
選択リストして、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon Web Services General
Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョン
とエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Groups[] を選択してから、グループの作成。

5.

-グループを作成するページが表示されます。
[]グループ名グループの名前を入力します。

6.
7.

[]Eメールアドレスで、グループのプライマリ電子メールアドレスを入力します。
[Create group] (グループの作成) を選択します。

グループのエイリアスを作成するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
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必要に応じて、AWS リージョンを変更コンソールウィンドウの上部にあるバーで、リージョンの
選択リストして、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon Web Services General
Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョン
とエンドポイント) をご参照ください。
2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Groupsで、変更するグループの名前を選択して、[] を選
択します。編集。
-グループを作成するページが表示されます。

4.

選択エイリアスの追加。
-グループの詳細ページが表示され、グループのプライマリ電子メールアドレスが表示されます。

5.

選択エイリアスの追加をクリックします。左メールエイリアスボックスに、グループのエイリアスを
入力します。

6.

[Save changes] (変更の保存) を選択します。

グループの有効化
Amazonを統合すると WorkMail 社内 Active Directory を使用するか、Simple Active Directory にすでにグ
ループがある場合には、これらのグループを Amazon WorkMail のセキュリティグループまたはディスト
リビューションリストとして使用できます。

既存のディレクトリグループを有効にするには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[Groups] (グループ) を選択します。

5.

有効にするグループの横にあるチェックボックスをオンにして、[] を選択します。の有効化。
-グループを有効にするダイアログボックスが表示され、操作を確認するメッセージが表示されます。

6.

必要に応じて、別のメールアドレスを入力してから、[] を選択します。の有効化。

グループへのメンバーとしてのユーザーの追加
Amazon を作成して有効にした後 WorkMail グループ、Amazonを使う WorkMail コンソールを使用して、
そのグループにメンバーを追加します。

Note
アマゾンの場合 WorkMail が、接続された Active Directory サービスまたは Microsoft Active
Directory と統合されている場合は、Active Directory を使用してグループメンバーを管理できま
す。ただし、Amazon WorkMail への変更が反映されるまでには時間がかかる場合があります。
次の手順では、一度に 100 人までのユーザーを追加する方法について説明します。
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ユーザーをグループに追加するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
ナビゲーションペインで、[Groups] (グループ) を選択します。

4.
5.

グループの名前を選択します。
[Group details] (グループの詳細) ページで、[Members] (メンバー) を選択します。

6.

[Edit] (編集) を選択します。

7.

[Users and groups] (ユーザーとグループ) で、グループに追加するユーザーを検索し、選択します。

8.
9.

[>>] を選択します。ユーザーが [Group members] (グループメンバー) の下に表示されます。
[Save] (保存) を選択します。

変更が反映されるまで数分かかることがあります。

グループからユーザーを削除する
Amazon を使用する WorkMail コンソールを使用して、グループからユーザーを削除します。

Note
アマゾンの場合 WorkMail が、接続された Active Directory または Microsoft Active Directory と統
合されている場合は、Active Directory を使用してグループメンバーを管理できます。ただし、そ
うすることで、変更内容を Amazon WorkMail に反映するのに必要な時間が作成されます。

グループからユーザーを削除するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.
4.
5.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Groupsグループの名前を選択します。
[Group details] (グループの詳細) ページで、[Members] (メンバー) を選択します。
[Edit] (編集) を選択します。

6.
7.
8.

[Group members] (グループメンバー) で、グループに追加するユーザーを検索し、選択します。
[<<] を選択します。ユーザーが [Group members] (グループメンバー) の下に表示されなくなります。
[Save] (保存) を選択します。

変更が反映されるまで数分かかることがあります。

グループを無効にする
不要になったグループは無効にすることができます。
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グループを無効にするには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Groups] (グループ) を選択します。
グループのリストで、無効にするグループを選択したら、[Disable group] (グループを無効化) を選択
します。

5.

[Disable group(s)] (グループを無効化) ダイアログボックスで、[Disable] (無効) を選択します。

Note
グループを完全に削除するには、Amazon WorkMail の DeleteGroup 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。DeleteGroupのアマゾン WorkMail API リファレン
ス。

グループの削除
グループを削除する前に、まず、そのグループを無効にしておく必要があります。グループの無効化につ
いては、「」を参照してください。グループを無効にする (p. 119)。

グループを削除するには
1.

Amazon を開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。

2.

必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Groups] (グループ) を選択します。
削除する無効なグループの横にあるチェックボックスをオンにして、[] を選択します。削除。

5.

-グループの削除ダイアログボックスが表示されます。
左グループ名を入力して削除を確定します。ボックスにグループの名前を入力して、[] を選択しま
す。グループの削除。
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モバイルデバイスの使用
このセクションのトピックでは、Amazon に接続されているモバイルデバイスの管理方法について説明し
ます。 WorkMail。
トピック
• 組織のモバイルデバイスポリシーの編集 (p. 121)
• モバイルデバイスの管理 (p. 122)
• モバイルデバイスアクセスルールの管理 (p. 124)
• モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの管理 (p. 126)
• モバイルデバイス管理ソリューションとの統合 (p. 128)

組織のモバイルデバイスポリシーの編集
組織のモバイルデバイスポリシーを編集して、モバイルデバイスが Amazon とやり取りする方法を変更で
きます。 WorkMail。

組織のモバイルデバイスポリシーを編集するには
1.

Amazonを開く WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョン を変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[] (コン
ソールウィンドウの上部) で、[]リージョンの選択リストを表示して、リージョンを選択します。詳細
については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「リージョン名とエンドポイント」を参照
してください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Mobile Policies] (モバイルポリシー) を選択します。続いて、[Mobile
Policies (モバイルポリシー) 画面で、[Edit] (編集) を選択します。

4.

必要に応じて以下のいずれかを更新します。

5.

a.

デバイスの暗号化を要求: モバイルデバイス上の E メールデータの暗号化を暗号化します。

b.

ストレージカードの暗号化を要求する: モバイルデバイスのリムーバブルストレージ上の E メー
ルデータの暗号化をします。

c.

パスワードが必要です: モバイルデバイスのロックを解除するためのパスワードを必須にします。

d.

簡易パスワードを許可する: デバイスのPINをパスワードとして使用します。

e.

パスワードの最小長: 有効なパスワードに必要な文字の最小数を設定します。

f.

英数字のパスワードが必要: 文字と数字で構成されるパスワードを必須にします。

g.

試行の失敗の数: ユーザーがアカウントからロックアウトされるまでに許されるログイン試行失敗
の回数を指定します。

h.

パスワードの失効: パスワードが有効期限切れになり変更が必要になるまでの日数を指定します。

i.

画面ロックの有効化: ユーザーの入力がなくなってからユーザーの画面をロックするまでの秒数を
指定します。

j.

適用されるパスワード履歴: 同じパスワードの継続使用とみなされるまでのそのパスワードの入力
回数を指定します。

[Save] (保存) を選択します。
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モバイルデバイスの管理
このセクションのトピックでは、モバイルデバイスをリモートワイプし、組織からデバイスを削除し、デ
バイスの詳細を表示する方法について説明します。組織のモバイルデバイスポリシーを編集する方法につ
いては、組織のモバイルデバイスポリシーの編集 (p. 121) を参照してください。
トピック
• モバイルデバイスのリモートワイプ (p. 122)
• デバイスのリストからのユーザーのモバイルデバイスの削除 (p. 123)
• モバイルデバイス詳細の表示 (p. 123)

モバイルデバイスのリモートワイプ
このセクションのステップでは、モバイルデバイスのリモートワイプ方法について説明します。次の点に
注意してください。
• デバイスはオンラインで Amazon に接続されている必要があります WorkMail。誰かがデバイスを切断
すると、ユーザーがデバイスを再接続したときにワイプ操作が再開されます。
• ワイプ操作の反映には 5 分かかることがあります。

Important
ほとんどのモバイルデバイスはリモートワイプにより出荷時設定にリセットされます。この手順
を実行すると、個人用ファイルを含むすべてのデータを削除できます。

ユーザーのモバイルデバイスをリモートワイプするには
1.

Amazonを開く WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョン を変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[] (コン
ソールウィンドウの上部) で、[]リージョンの選択リストを表示して、リージョンを選択します。詳細
については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「リージョン名とエンドポイント」を参照
してください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Users、ユーザーのリストで、ワイプする必要があるデバ
イスのユーザーの名前を選択します。

4.

[モバイルデバイスタブ。

5.

デバイスのリストで、デバイスの横にあるボタンを選択し、Wipe。

6.

ワイプがリクエストされているかどうかを概要で確認します。

7.

デバイスがワイプされたら、デバイスリストから削除します。次のセクションのステップでは、方法
について説明します。

Important
ワイプしたデバイスをユーザーのデバイスリストに戻すには、まずデバイスリストから削除
してください。削除しないと、システムはデバイスを再度ワイプします。
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デバイスのリストからのユーザーのモバイルデバイス
の削除
誰かが特定のモバイルデバイスの使用をやめた場合、またはデバイスをリモートでワイプした場合、その
デバイスをデバイスリストから削除できます。ユーザーがデバイスをもう一度設定すると、そのデバイス
はリストに表示されます。

デバイスのリストからユーザーのモバイルデバイスを削除するには
1.

Amazonを開く WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョン を変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Users[] を選択してから、ユーザーの名前を選択します。

4.

[モバイルデバイスタブ。

5.

デバイスのリストで、デバイスの横にあるボタンを選択し、を削除します。。

モバイルデバイス詳細の表示
ユーザーのモバイルデバイスの詳細を表示できます。

Note
デバイスはその詳細のすべてをサーバーに送信するとは限らない場合があります。使用可能なデ
バイスの詳細の一部が表示されない場合があります。

デバイスの詳細を表示するには
1.

Amazonを開く WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて、リージョンを変更します。ナビゲーションバーから、ニーズに合ったリージョンを選
択します。詳細については、「Amazon Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービ
ス全般のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照くださ
い。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Users[] を選択し、[] を選択します。モバイルデバイスタ
ブ。

4.

デバイスのリストで、詳細を表示するデバイスの ID を選択します。
次のテーブルには、デバイスステータスコード一覧表示します。
ステータス

説明

PROVISIONING_REQUIRED

ユーザーまたは管理者が、Amazon での使用の
ためにデバイスをプロビジョンするようにリク
エストしました WorkMail。デバイスは、その
現在のポリシーが Amazon で変更されている
場合にも、このステータスに設定されます。
WorkMail console.
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ステータス

説明

PROVISIONING_SUCCEEDED

デバイスが正常にプロビジョンされました。指
定されたポリシーがデバイスに適用されまし
た。

WIPE_REQUIRED

管理者がAmazonでワイプをリクエストしました
WorkMailconsole.

WIPE_SUCCEEDED

デバイスが正常にワイプされました。

モバイルデバイスアクセスルールの管理
Amazon のモバイルデバイスアクセスルール WorkMail 管理者は、特定の種類のモバイルデバイスのメー
ルボックスアクセスを制御できます。デフォルトでは、各 Amazon WorkMail 組織は、タイプ、モデル、
オペレーティングシステム、ユーザーエージェントに関係なく、すべてのデバイスへのメールボックスア
クセスを許可するルールを使用します。そのデフォルトルールを編集したり、独自のルールに置き換えた
りできます。ルールは追加、変更、削除できます。

Warning
組織のモバイルデバイスのアクセスルールをすべて削除すると、Amazon WorkMail すべてのモバ
イルデバイスアクセスをブロックします。
次のデバイスプロパティに基づいて、アクセスを許可または拒否するルールを作成できます。
• デバイスタイプ—「iPhone」、「iPad」、または「アンドロイド」。
• デバイスモデル— "iPhone10c1"、" iPad5c1"、または "htconex"。
• デバイスオペレーティングシステム—「iOS 12.3.1 16F203"、または「Android 8.1.0」を参照してくだ
さい。
• デバイスユーザーエージェント—「iOS/14.2 (18B92) exchangesyncd/1.0」または「AndroidMail/7.7.7.16.163886392.release」を参照してください。
でデバイスプロパティを表示するにはAWSマネジメントコンソール、「」を参照してください。モバイル
デバイス詳細の表示。

Note
一部のデバイスおよびクライアントでは、すべてのフィールドのプロパティがレポートされない
場合があります。これらのケースを回避する方法については、Dealing with empty fields を参照し
てください。

Important
アマゾン WorkMail モバイルデバイスアクセスルールは、Microsoft Exchange を使用するデバイ
スにのみ適用されます。 ActiveSync プロトコル。IMAP などの別のプロトコルを使用するモバイ
ルクライアントは、ここにリストされているデバイスのプロパティを報告しないため、これらの
ルールは適用されません。
他のプロトコルを使用するデバイスのアクセスを制限する必要がある場合は、アクセスコント
ロールルールを作成します。これらの詳細については、アクセスコントロールルールの使用を参
照してください。例えば、他のプロトコルやウェブメールへのアクセスを社内 IP アドレスの範囲
に制限しても、Microsoft を許可できます。 ActiveSync 他の場所からアクセスし、モバイルデバ
イスアクセスルールを使用して、許可されるクライアントの種類とバージョンをさらに制限でき
ます。
トピック
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• モバイルデバイスアクセスルールの仕組み (p. 125)
• モバイルデバイスアクセスルールの使用 (p. 125)

モバイルデバイスアクセスルールの仕組み
モバイルデバイスアクセスルールは、Microsoft Exchange を使用するデバイスにのみ適用されます。
ActiveSync プロトコル。各ルールには、ルールが適用されるタイミングを指定する一連の条件と、デバイ
スの ALLOW または DENY のアクセス効果があります。ルールは、ルールのすべての条件がユーザーのモバ
イルデバイスのプロパティと一致する場合のみ、アクセスリクエストに適用されます。条件のないルール
は、すべてのリクエストに適用されます。各条件は、デバイスのレポートされたプロパティに対して、大
文字と小文字を区別しないプレフィクスの一致を使用します。
アマゾン WorkMail は、ルールを次のように評価します。
• DENY ルールがデバイスプロパティと一致すれば、ポリシーによってデバイスがブロックされま
す。DENY ルールは優先されます ALLOW ルールよりも優先されます。
• ALLOW ルールが少なくとも 1 つ一致し、DENY ルールは一致するものがなければ、ポリシーはデバイス
を許可します。
• ルールが適用されない場合、デバイスはブロックされます。

Important
モバイルデバイスは、ルールが操作に使用するプロパティを報告します。Microsoft の実行中に、
デバイスのプロパティがレポートされます。 ActiveSync デバイスのプロビジョニングプロセス。
アマゾン WorkMail モバイルクライアントが正しいレポートを報告していることを個別に検証で
きない up-to-date 情報。

モバイルデバイスアクセスルールの使用
API または AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、モバイルデバイスアクセスルールを
作成および管理できます。の詳細については、「」を参照してください。AWS CLI「」を参照してくださ
い。AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイド。

Important
Amazon のアクセスルールを変更した場合 WorkMail 組織では、影響を受けるデバイスが更新され
たルールに従うまでに 5 分ほどかかることがあり、その間にデバイスが一貫性のない動作を示す
ことがあります。ただし、ルールをテストすると、すぐに正しい動作が表示されます。詳細につ
いては、「Testing mobile device access rules」を参照してください。
モバイルデバイスアクセスルールの一覧表示
次の例は、モバイルデバイスアクセスルールを一覧表示する方法を示しています。
aws workmail list-mobile-device-access-rules --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56

モバイルデバイスアクセスルールの作成
次の例では、すべての Android デバイスがメールボックスへのアクセスをブロックするルールを作成しま
す。
aws workmail create-mobile-device-access-rule --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --name BlockAllAndroid --effect DENY --device-types
"android"
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次の例では、特定のバージョンの iOS のみを許可するルールを作成します。デフォルト ALLOW-all ルー
ルは必ず削除してください。
aws workmail create-mobile-device-access-rule --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --name AllowLatestiOS --effect ALLOW --deviceoperating-systems "iOS 14.3"

モバイルデバイスアクセスルールの更新
次の例では、識別子を追加してデバイスルールを更新します。
aws workmail update-mobile-device-access-rule --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --mobile-device-access-rule-id 1a2b3c4d -name AllowLatestiOS --effect ALLOW --device-operating-systems "iOS 14.4"

モバイルデバイスアクセスルールの削除
次の例では、指定された ID を持つモバイルデバイスアクセスルールを削除します。
aws workmail delete-mobile-device-access-rule --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --mobile-device-access-rule-id 1a2b3c4d

モバイルデバイスアクセスルールのテスト
アクセスルールをテストするには、モバイルデバイスのアクセスエフェクトを取得API、または [getmobile-device-access-effect] コマンドAWS CLI。の詳細については、「」を参照してください。AWS
CLI「」を参照してください。AWSコマンドラインインターフェイスユーザーガイド。
テストする際、シミュレートされたモバイルデバイスのプロパティを渡すと、API または CLI がアクセス
効果 (ALLOW または DENY) を返します。アクセス効果はプロパティを持つ実際のモバイルデバイスが受け
取ることになります。例えば、このコマンドは、iOS 14.2 を実行している iPhone とデフォルトのメール
アプリケーションが、メールボックスにアクセスできるかどうかをテストします。
aws workmail get-mobile-device-access-effect --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --device-type "iPhone" --device-model "iPhone10C1"
--device-operating-system "iOS 14.2.1 16F203" --device-user-agent "iOS/14.2 (18B92)
exchangesyncd/1.0"

空のフィールドの取り扱い
一部のモバイルデバイスまたはクライアントでは、1 つ以上のフィールドの情報をレポートしないため、
値が空のままになることがあります。ルールは、条件で特別な値を $NONE を使用して、これらのデバイス
と一致させることができます。たとえば、DeviceTypes=["iphone", "ipad", "$NONE"]は、デバイ
スタイプが次のことを報告するデバイスと一致します"iphone"または"ipad"または、デバイスの種類を
まったく報告しないでください。
次のような負の条件NotDeviceTypesまたはNotDeviceUserAgentsは、これらの空の値と一致しま
せん。たとえば、NotDeviceTypes=["android"]以外のデバイスタイプを報告するデバイスと一致す
る"android"。ただし、ルールは、デバイスタイプをまったく報告しないデバイスには一致しません。

モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの管理
モバイルデバイスアクセスのオーバーライドを使用して、モバイルデバイスアクセスルールの結果をオー
バーライドします。オーバーライドは特定のユーザとデバイスに適用され、デフォルトのアクセスルー
ルと逆になります。また、オーバーライドを使用して、アクセスルールに対する 1 回限りの例外を作成
し、特定のユーザーとデバイスのペアを許可または拒否することもできます。さらに、オーバーライド
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は、DefaultDenyAllモバイルデバイスアクセスルール。これにより、アクセス決定はサードパーティー
のモバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションに委ねられます。詳細については、「オーバーライドの管
理 (p. 127)」および「モバイルデバイス管理ソリューションとの統合 (p. 128)」を参照してください。
トピック
• モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの仕組み (p. 127)
• オーバーライドの管理 (p. 127)

モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの仕組み
特定のユーザーとデバイスのペアに対してモバイルデバイスアクセスの上書きを作成します。オーバーラ
イドは、特定のユーザーおよびデバイスのモバイルデバイスアクセスルールを評価するときに、デフォル
トのアクセス結果を逆にします。例えば、アクセスルールが通常アクセスを拒否する場合、アクセスオー
バーライドはそのユーザーとデバイスの E メールの同期を許可します。逆に、アクセスルールで通常アク
セスを許可する場合は、ユーザーとデバイスが E メールを同期できないようにするオーバーライドを作成
できます。モバイルデバイスのアクセスオーバーライドを削除すると、Amazon、Amazon WorkMail は、
そのユーザーおよびデバイスへのアクセスを許可するかどうかを決定するときに、現在のモバイルデバイ
スアクセスルールの結果を再度尊重します。

Important
Amazon のモバイルデバイスのアクセスオーバーライドを変更すると WorkMail 組織では、影響を
受けるデバイスが更新されたオーバーライドに従うまでに 5 分かかる場合があります。

オーバーライドの管理
モバイルデバイスのアクセスオーバーライドは、API またはAWS Command Line Interface。の詳細につい
ては、「」を参照してください。AWS CLI「」を参照してください。AWS Command Line Required。
デバイス ID を検索するには、[] を使用します。AWS Management Console。詳細については、モバイル
デバイス詳細の表示を参照してください。
モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの一覧表示
この例では、指定した Amazon のすべてのモバイルデバイスアクセスオーバーライドを一覧表示する方法
を示します。 WorkMail 組織。
aws workmail list-mobile-device-access-overrides --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56

モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの作成と更新
これにより、指定された Amazon へのアクセスを拒否するモバイルデバイスアクセスのオーバーライドが
作成されます。 WorkMail組織、ユーザー、およびデバイス ID。
aws workmail put-mobile-device-access-override --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --user-id user1@domain.com --deviceid 6APMEKPHCP2ND42VIJ4BR8ECDO --effect DENY

既存のモバイルデバイスのアクセスオーバーライドは、異なる効果を持つように変更できます。これによ
り、以前に作成したモバイルデバイスのアクセスオーバーライドが更新され、アクセスを拒否するのでは
なく許可します。
aws workmail put-mobile-device-access-override --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --user-id user1@domain.com --deviceid 6APMEKPHCP2ND42VIJ4BR8ECDO --effect ALLOW
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モバイルデバイスのアクセスオーバーライドを削除する
これにより、指定された Amazon のモバイルデバイスアクセスオバーライドが削除されます。 WorkMail
組織、ユーザー、およびデバイス ID。
aws workmail delete-mobile-device-access-override --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --user-id user1@domain.com --deviceid 6APMEKPHCP2ND42VIJ4BR8ECDO

モバイルデバイス管理ソリューションとの統合
アマゾン WorkMail は、モバイルデバイスポリシーとモバイルデバイスアクセスルールを通じて、いく
つかの基本的なモバイルデバイス管理機能をサポートしています。ただし、これらの機能は Microsoft
Exchange を介してのみモバイルデバイスとやり取りできます。 ActiveSync （EAS）プロトコルであるた
め、デバイスのセキュリティ体制のイントロスペクションと強制の機能は限られています。デバイスのセ
キュリティとコンプライアンスをより詳細に制御する必要がある管理者は、サードパーティーのモバイル
デバイス管理 (MDM) ソリューションを使用できます。

モバイルデバイス管理ソリューションの概要
MDM ソリューションは、次の 2 つのモードで構成できます。代理人または直接的。ソリューションがサ
ポートするモードについては、MDM のドキュメントを参照してください。
プロキシモードでは、モバイルデバイスは MDM ソリューションを介して Exchange Active Sync (EAS) プ
ロトコルを使用して Amazon にアクセスします。 WorkMail。MDM ソリューションでは、デバイス体制を
使用して Amazon へのアクセスを許可または拒否します。 WorkMailデータ。アマゾンで WorkMail 側で
は、MDM ソリューションの IP アドレスからのみ EAS アクセスを許可するアクセス制御ルールを使用し
ます。詳細については、アクセスコントロールルールの使用を参照してください。
次の図は、一般的なプロキシモードの設定を示しています。
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ダイレクトモードでは、モバイルデバイスは EAS を使用して Amazon にアクセスします。 WorkMail 直
接。MDM ソリューションはデバイスのポスチャの変更を受け取り、各デバイスがこれらの要件を満たし
ているかどうかを継続的に評価します。MDM ソリューションは、デバイスのコンプライアンス違反など
の体制の変更を検出すると、いくつかのアクションを実行し、通常は通知またはイベントを発行します。
アマゾン WorkMail 管理者は、これらのコンプライアンスステータスイベントを聞くようにシステムを設
定し、MDM デバイス要件に準拠していないときにデバイスへのアクセスを許可または拒否するモバイル
デバイスアクセスオーバーライドを自動的に作成できます。
次の図は、一般的なダイレクトモードの設定を示しています。

の設定 WorkMail ダイレクトモードでサードパー
ティー MDM ソリューションと統合する組織
ダイレクトモードでサードパーティーのモバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションと統合するには、次
の要件を満たす必要があります。
• ユーザーデバイスへのアクセスを ActiveSyncプロトコル。
• デフォルトを作成する」deny-to-all「モバイルデバイスアクセスルール。すべての未知または管理対象
外のモバイルデバイスがデフォルトで拒否されるようにします。
• デバイスがセキュリティ体制を変更したとき、つまりコンプライアンス違反になったときにカスタム通
知またはイベントを発行するモバイルデバイス管理ソリューションを採用します。
• これらの通知を聞くカスタムソフトウェアコンポーネントを作成し、Amazon に電話します。 WorkMail
SDK を使用して、モバイルデバイスのアクセスオーバーライドを作成します。
これらのコンポーネントは、Amazonへのアクセスを許可する前に、すべてのユーザーデバイスが MDM コ
ンプライアンス要件を満たしていることを確認します。 WorkMail メールボックス。
アクセス制御ルールを使用して、モバイルデバイスアクセスを ActiveSync
すべてのデバイスが ActiveSync プロトコル、および確認にはアクセスコントロールルールを使用するこ
ともできます。例えば、社内の IP アドレス範囲からのみ他のメールプロトコルへのアクセスを許可し、
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ActiveSync 企業のファイアウォールの外からeamilにアクセスする場合。これを実行する必要があります
ActiveSync では、デバイス ID を使用してデバイスを識別できます。インターネットメッセージアクセス
コントロール (IMAP) や Exchange Web サービスなどのプロトコルは使用できません。詳細については、
「アクセスコントロールルールの使用 (p. 89)」を参照してください。
デフォルトで「すべて拒否」アクセスルールを作成する
すべてのモバイルデバイスのアクセス決定をサードパーティーのモバイルデバイス管理ソリューションに
任せるには、ユーザー単位またはデバイス単位で上書きされない限り、すべてのデバイスを自動的に拒否
するアクセスルールを作成します。詳細については、モバイルデバイスアクセスルールの管理 (p. 124)
を参照してください。
この例では、「すべて拒否」ルールを示します。
aws workmail create-mobile-device-access-rule --organization-id
m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --name DefaultDenyAll --effect DENY

デバイス体制の変更に対応し、モバイルデバイスのアクセスオーバーライドを作成する
デバイス体制の変更に関する通知を送信するように MDM ソリューションを設定する必要があります。
これらの通知は、Amazon を使用できるコンポーネントによって消費される必要があります。 WorkMail
SDK を使用して、モバイルデバイスのアクセスオーバーライドを作成または更新します。デフォルトで
は、Amazon WorkMail では、このトピックで前述したデフォルトで「すべて拒否」モバイルデバイスア
クセスルールにより、管理対象外または新しくプロビジョニングされたデバイスへのアクセスを拒否しま
す。MDM ソリューションがデバイスがすべての要件を満たしていると判断し、デバイスが準拠している
ことを示す通知を発行すると、このコンポーネントは効果を持つモバイルデバイスアクセスオーバーラ
イドを作成して、この通知に応答できます。ALLOW指定されたユーザーとデバイスの。デバイスが後で
コンプライアンス違反になった場合、モバイルデバイス管理ソリューションは別の通知を発行し、アクセ
スオーバーライドを削除または変更して、そのデバイスへのアクセスを拒否できます。詳細については、
「モバイルデバイスのアクセスオーバーライドの管理 (p. 126)」を参照してください。
アマゾンの例として WorkMail MDM と統合、これを参照してくださいAWSサンプルアプリケーション。
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メールボックスのアクセス許可の使
用
Amazon でメールボックスのアクセス許可を使用できます。 WorkMail ユーザーやグループに対して他の
ユーザーのメールボックスを操作する権限を付与します。メールボックスのアクセス許可は、メールボッ
クス全体に適用されます。これにより、複数のユーザーが、同じメールボックスにアクセスできます。
そのメールボックスの認証情報を共有する必要はありません。メールボックスのアクセス許可を持つユー
ザーは、メールボックスのデータの読み取りや変更、共有メールボックスからの E メールの送信ができま
す。

Note
グローバルアドレス一覧から非表示になっているユーザーに属するメールボックスに対するアク
セス許可を持つユーザーは、非表示のユーザーのメールボックスにアクセスできます。
付与できるアクセス許可は以下のとおりです。
• 完全アクセス— メールボックスに対する読み取りと書き込みのフルアクセスを許可します。フォルダレ
ベルのアクセス許可を変更する権限も含まれます。

Note
このオプションは、ユーザーのみが使用可能です。グループにフルアクセス権を付与すること
はできません。
• 代理で送信— 別のユーザーに代わって E メールを送信することをユーザーやグループに許可します。
メールボックスの所有者は [From:] (送信元:) ヘッダーに表示され、差出人は [Sender:] (差出人:) ヘッ
ダーに表示されます。
• 送信先として送信— メールボックスの所有者として E メールを送信することをユーザーやグループに許
可します。メッセージの実際の差出人は表示されません。[From:] (送信元:) ヘッダーと [Sender:] (差出
人:) ヘッダーの両方にメールボックスの所有者が表示されます。
• なし— ユーザーまたはグループが電子メールを送信できないようにします。

Note
メールボックスのアクセス許可をグループに付与すると、そのグループのすべてのメンバー (ネス
トされたグループのメンバーも含む) に、これらのアクセス許可が適用されます。
メールボックスのアクセス権限を付与すると、Amazon WorkMail AutoDiscover サービスにより、追加した
ユーザーやグループのメールボックスに対するアクセスが自動的に更新されます。
Windows の Microsoft Outlook クライアントの場合、フルアクセス許可を持つユーザーは、共有メール
ボックスに自動的にアクセスできます。変更が反映されるまで最大 60 分かかります。その後、Microsoft
Outlook を再起動します。
アマゾンの場合 WorkMail ウェブアプリケーションおよびその他の E メールクライアントの場合、フルア
クセス許可を持つユーザーは、共有メールボックスを手動で開くことができます。開いたメールボックス
は、ユーザーが閉じない限り、セッション間でも開いたままになります。
トピック
• メールボックスとフォルダのアクセス許可について (p. 132)
• ユーザーのメールボックスのアクセス許可を管理する (p. 132)
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• グループのメールボックスのアクセス許可を管理する (p. 134)

メールボックスとフォルダのアクセス許可について
メールボックスのアクセス許可は、メールボックス内のすべてのフォルダに適用されます。これらのアク
セス許可を有効にできるのは、AWSAmazon WorkMail 管理 API を呼び出すことを承認されたアカウント
所有者または IAM ユーザー。メールボックスまたはグループ全体のアクセス許可を設定および変更するに
は、AWS Management Consoleまたはアマゾン WorkMail アピ。コンソールから最大 100 のメールボック
スとグループのアクセス許可を管理できます。より多くのユーザーおよびグループのアクセス許可を管理
するには、Amazon を使用します。 WorkMail アピ。
フォルダのアクセス許可は、単一のフォルダにのみ適用されます。エンドユーザーは E メールクライアン
トを使用するか、Amazon を使用してフォルダのアクセス許可を設定できます。 WorkMail ウェブアプリ
ケーション。Amazon の使用方法の詳細については、こちらを参照してください。 WorkMail フォルダを
共有する Web アプリケーションについては、「」を参照してください。フォルダとフォルダに対するア
クセス許可の共有のアマゾン WorkMail ユーザーガイド。

ユーザーのメールボックスのアクセス許可を管理す
る
アマゾンを使うことができます WorkMail コンソールを使用して、ユーザーおよびグループのメールボッ
クスのアクセス許可を管理します。以下のセクションでは、ユーザーのアクセス許可を管理する方法に
ついて説明します。グループのアクセス許可を管理する方法の詳細については、「」を参照してくださ
い。グループのメールボックスのアクセス許可を管理する (p. 134)。
トピック
• アクセス許可の追加 (p. 132)
• ユーザーのメールボックスのアクセス許可の編集 (p. 133)

アクセス許可の追加
アクセス許可を追加すると、あるユーザーに別のユーザーのメールボックスで 1 つ以上のタスクを実行す
る権限を付与します。たとえば、従業員 A が上司である従業員 B に代わってメッセージを送信する必要が
あるとします。このアクセス許可を付与するには、従業員 B のメールボックス設定に移動し、従業員 A に
要求されたタスクを実行するアクセス許可を付与します。

メールボックスのアクセス許可を追加するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて リージョンを変更します。ナビゲーションバーから、必要に応じてリージョンを選択し
ます。詳細については、「Amazon Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般
のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Organizationsをクリックし、アクセス許可を管理する組織
の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Usersをクリックし、アクセス許可を管理する対象のユー
ザーの名前を選択します。

4.

[Permissions (アクセス許可)] タブを選択してから、[アクセス許可の追加] を選択します。
-アクセス許可を追加するダイアログボックスが表示されます。
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5.

を開く新しいアクセス許可を追加するリストして、メールボックスへのアクセスが必要なユーザーま
たはグループを選択します。

6.

[]メールボックスのアクセス許可そしてアクセス許可を送信するで、必要なオプションを選択します。

7.

[Add] (追加) を選択します。

新しいアクセス許可がユーザーに反映されるまでに最大 5 分かかります。

ユーザーのメールボックスのアクセス許可の編集
ユーザーのメールボックスのアクセス許可を編集すると、そのユーザーのメールボックスに対する他の
ユーザーのアクセス権が変更されます。メールボックスのアクセス許可を編集しても、メールボックスの
元のユーザーのアクセス権は変更されません。

メールボックスのアクセス許可を編集するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて リージョンを変更します。ナビゲーションバーから、必要に応じてリージョンを選択し
ます。詳細については、「Amazon Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般
のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Organizationsをクリックし、アクセス許可を管理する組織
の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Usersをクリックし、編集するアクセス許可を持つユー
ザーの名前を選択します。

4.

[Permissions] (許可) タブを選択します。
メールボックスにアクセスするユーザーとグループのリストが表示されます。

5.

変更するユーザーやグループの横にあるラジオボタンを選択して、次のいずれかの操作を行います。

ユーザーのアクセス許可を削除するには
1. [Remove] (削除) をクリックします。
-アクセス許可を削除するダイアログボックスが表示されます。
2. 左アクセス許可を削除する] ダイアログボックスで、[] を選択します。を削除します。。

ユーザーのアクセス許可を編集するには
1. [Edit] (編集) を選択します。
-アクセス許可の編集ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要に応じてアクセス許可を設定し、[] を選択します。保存。

別のユーザーにメールボックスに対するアクセス許可を付与するには
1. [Add permissions] (許可の追加) を選択します。
-アクセス許可を追加するダイアログボックスが表示されます。
2. を開く新しいアクセス許可を追加する[] をリストし、追加するユーザーを選択します。
3. 必要に応じてアクセス許可を設定し、[] を選択します。を追加します。。
アクセス許可の変更がユーザーに反映されるまでに最大 5 分かかります。
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グループのメールボックスのアクセス許可を管理す
る
Amazon WorkMail のグループアクセス許可を追加または削除できます。

Note
応募できません完全アクセスグループにアクセスするメールボックスがないため、グループに対
するアクセス許可。

グループのアクセス許可を管理するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて変更します。AWS リージョンコンソールウィンドウの上部にあるバーで、[] および []
を開きます。リージョンの選択リストして、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Organizationsをクリックし、アクセス許可を管理する組織
の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [] を選択します。Groupsをクリックし、アクセス許可を設定するグループの
名前を選択します。
[アクセス許可タブを選択し、アクセス許可を追加する。

4.

-アクセス許可を追加するダイアログボックスが表示されます。
5.

を開く新しいアクセス許可を追加するリストして、メールボックスのアクセス許可を付与するユー
ザーまたはグループを選択します。

6.
7.

[]メールボックスのアクセス許可そしてアクセス許可を送信するで、必要なオプションを選択します。
[Add] (追加) を選択します。

アクセス許可の変更がユーザーに反映されるまでに最大 5 分かかります。
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メールボックスコンテンツのエクス
ポート
Amazon WorkMail API リファレンスで StartMailboxExportJob API アクションを使用して Amazon
WorkMail メールボックスのコンテンツを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにエクス
ポートします 。このアクションは、指定したメールボックスから Amazon S3 バケットの .zip ファイル
へ、MIME 形式で、すべての E メールメッセージとカレンダーアイテムをエクスポートします。連絡先や
タスクなどのその他のアイテムはエクスポートされません。
メールボックスのエクスポートジョブの終了にかかる時間は、メールボックス内のアイテムのサイズと数
によって異なります。メールボックスのエクスポートジョブは一定期間にわたって行われるため、単一の
時点でのメールボックスコンテンツのスナップショットを表すものではありません。エクスポートジョブ
のステータスを確認するには、Amazon WorkMail API リファレンスの DescribeMailboxExportJob または
ListMailboxExportJobs API アクションを使用してください。
メールボックスエクスポートジョブが完了すると、Amazon S3 バケット内の .zip ファイルは、お客様が
提供する対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマーマスターキー (CMK) を使用して暗
号化されます。なぜなら AWS KMS 暗号化は Amazon S3 と統合され、復号されたデータは、ユーザーが
AWS KMS CMK へのアクセス権を持っている限り、ダウンロードしたユーザーに表示されます。

前提条件
メールボックスコンテンツをエクスポートするための前提条件は次のとおりです。
• プログラムする機能。
• Amazon WorkMail 管理者アカウント。
• Amazon S3 バケットでパブリックアクセスが許可されていないことを確認します。詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 ブロックパブリックアクセスの使
用および Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドを参照してください。
• 対称 AWS KMS CMK 詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの使用開
始を参照してください。
• Amazon S3 バケットへの書き込みアクセス許可を付与し、送信されたファイルを AWS KMS CMKで
暗号化するポリシーを持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。詳細については、
「Amazonはどのように WorkMail で IAM を使用する (p. 18)」を参照してください。

IAM ポリシーの例とロールの作成
次の例は、Amazon S3 バケットへの書き込みアクセス許可を付与し、送信されたファイルをAWS KMS
CMKで暗号化する IAM ポリシーの例を示しています この例のポリシーを以下の 例: メールボックスコ
ンテンツのエクスポート (p. 137) 手順で使用するには、ポリシーをJSON ファイルとして mailboxexport-policy.json のファイル名で保存します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:PutObject",
"s3:GetBucketPolicyStatus"

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KEY-ID"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": "s3.us-east-1.amazonaws.com"
},
"StringLike": {
"kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::AWSDOC-EXAMPLEBUCKET/S3-PREFIX*"
}
}
}
]
}

次の例は、作成した IAM ロールにアタッチされている IAM 信頼ポリシーです。この例のポリシーを以下
の 例: メールボックスコンテンツのエクスポート (p. 137) 手順で使用するには、ポリシーをJSON ファイ
ルとして mailbox-export-trust-policy.json のファイル名で保存します。
aws:SourceArn および aws:SourceAccount の条件を同時に使用する必要はありません。例えば、
同じ AWS アカウントで、同じロールを使用して異なる Amazon WorkMail 組織からメッセージをエクス
ポートする必要がある場合、ポリシーから aws:SourceArn を削除できます。条件キーの詳細について
は、AWS Identity and Access Management 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。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "export.workmail.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:workmail:us-east-1:111122223333:organization/ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56"
}
}
}
]
}
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AWS CLI を使用して、以下のコマンドを実行することにより、アカウントに IAM ロールを作成します。
aws iam create-role --role-name WorkmailMailboxExportRole --assume-role-policydocument file://mailbox-export-trust-policy.json --region us-east-1

aws iam put-role-policy --role-name WorkmailMailboxExportRole --policy-name MailboxExport
--policy-document file://mailbox-export-policy.json

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

例: メールボックスコンテンツのエクスポート
前のセクションで IAM ロールとポリシーを作成したら、次のステップを実行してメールボックスのコンテ
ンツをエクスポートします。Amazon WorkMail 組織 ID とユーザー ID (エンティティ ID) が必要です。こ
れは、Amazon WorkMail コンソールまたは Amazon WorkMail API を使用してアクセスできます。

例: メールボックスコンテンツをエクスポートするには
1.

AWS CLI を使用して、メールボックスエクスポートジョブを開始します。
aws workmail start-mailbox-export-job --organizationid m-a123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --entityid S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 --kms-keyarn arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KEY-ID --role-arn
arn:aws:iam::111122223333:role/WorkmailMailboxExportRole --s3-bucket-name AWSDOCEXAMPLE-BUCKET --s3-prefix S3-PREFIX

2.

AWS CLI を使用して、Amazon WorkMail 組織のメールボックスエクスポートジョブの状態をモニタ
リングします。
aws workmail list-mailbox-export-jobs --organization-id ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56

または、start-mailbox-export-job コマンドによって生成されたジョブ ID を使用して、その
メールボックスエクスポートジョブの状態のみをモニタリングします。
aws workmail describe-mailbox-export-job --organization-id ma123b4c5de678fg9h0ij1k2lm234no56 --job-id JOB-ID

メールボックスのエクスポートジョブの状態が完了済みの場合、エクスポートされたメールボックスアイ
テムは指定した Amazon S3 バケットの .zip ファイルにあります。

考慮事項
Amazon WorkMail のメールボックスジョブをエクスポートする場合は、以下の考慮事項が適用されます。
• 特定の Amazon WorkMail 組織に対して、最大 10 個のメールボックスエクスポートジョブを同時に実行
できます。
• 1 つのメールボックスのメールボックスエクスポートジョブは、24 時間に 1 回だけ実行できます。
• 以下のリソースはすべて同じ AWS リージョンにある必要があります。
• Amazon WorkMail 組織ごとのユーザーOrganizations
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• AWS KMS CMK
• Amazon S3 バケット
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ラブルシューティング
ユーザーがメールの受信を停止した場合、Amazon WorkMail 組織でメールルーティングの問題が発生して
いる可能性があります。このセクションのステップでは、配信およびルーティングの問題を解決する一般
的な方法について説明します。
受信メールの問題:
• Amazon に関連付けられているドメインの MX レコードを確認します。 WorkMail 組織。WorkMailは唯
一のエントリであり、優先度が低いはずです。複数の MX レコードは、間違ったサービスがメッセージ
を受信する可能性があります。MX レコードの詳細については、「」を参照してください。ドメインの
検証 (p. 96)。
• Amazon の組織の Domain-bosed Message Authentication、Reporting、Conformance (DMARC) の
設定を確認します。 WorkMail console. DMARC レコードは、スプーフィングやフィッシングなど、
ユーザーのアカウント資格情報を侵害する可能性のある一般的な攻撃から保護するために使用されま
す。DMARC の詳細については、「」を参照してください。受信メールへの DMARC ポリシーの適
用 (p. 87)。
• Amazon Simple Email Service の受信ルールを確認します。ルールに Amazon WorkMail 以外のアク
ションが含まれている場合、それらのアクションは失敗し、Amazon が発生する可能性があります。
WorkMail Mail の受信を停止する。Amazon SES ルールの詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon との統合 WorkMail アクションのAmazon Simple Email Service 開発者ガイド。
• Amazon WorkMail でメッセージ追跡を有効にし、ログで配信の問題がないか確認します。メッセージ追
跡の詳細については、「」を参照してください。イベントログを有効にする (p. 41)。
送信メールの問題
• SPF レコードに Amazon SES が含まれていることを確認します。Amazon のドメインページを確認し
ます。 WorkMail 確認するコンソール。SPF の詳細については、「」を参照してください。SPF での E
メールの認証 (p. 105)。
• Amazonを確認する WorkMail ドメインを使用するアクセス権限を持っている。そうでない場合は、ドメ
インを再度追加します。ドメインの追加 (p. 93)このガイドでは、ハウツー手順について説明します。
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リソースの使用
アマゾン WorkMail は、ユーザーがリソースを予約するのに役立ちます。たとえば、ユーザーは会議室、
プロジェクター、電話、車などの機器を予約できます。リソースを予約するには、ユーザーがそのリソー
スを会議出席依頼に追加します。
トピック
• リソースの作成 (p. 140)
• リソースの詳細の編集 (p. 140)
• リソースの無効化 (p. 142)
• リソースを有効にする (p. 142)
• リソースの削除 (p. 143)

リソースの作成
組織に新しいリソースを追加し、ユーザーが予約できます。

リソースを追加するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。リソースとなり、リソースの作成。
-リソースの作成ページが表示されます。

4.

左リソース名[] ボックスに、リソースの名前を入力します。

5.

オプションで、リソースの説明[] ボックスに、リソースの説明を入力します。

6.

[]リソースタイプ[] で、オプションを選択します。

7.

リソースの電子メールアドレスを確認し、必要に応じて変更し、リソースの作成。

リソースの詳細の編集
名前、説明、タイプ、E メールアドレス、予約オプション、代理人など、リソースの一般的な詳細を編集
できます。

リソースの一般的な詳細を編集するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
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Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。
2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Resources] (リソース) を選択してから、編集するリソースを選択します。

4.

リポジトリの []将軍タブで、リソース名,説明,リソースタイプ, またはEメールアドレス必要に応じて詳
細を確認します。

5.

[Save] (保存) を選択します。

予約リクエストを自動的に承諾または拒否するようにリソースを設定できます。

予約リクエストの自動処理を有効または無効にするには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Resources] (リソース) を選択してから、編集するリソースを選択します。
ページが表示され、表示されます。リソースの詳細２つのタブ、予約オプションそして代理人。
次のいずれかを実行します。

リソースの詳細を変更するには
1. 左リソースの詳細[] セクションで、[]編集。
2. 必要に応じて、リソースの名前、説明、またはタイプを変更します。

リソースに電子メールエイリアスを追加するには
1. 左リソースの詳細[] セクションで、[]編集。
2. []Eメールアドレスで、エイリアスの追加。
3. 左メールエイリアス[] ボックスに、エイリアスを入力します。
4. 必要に応じて、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
5. [Save changes] (変更の保存) を選択します。

リソースの予約オプションを変更するには
1. 左予約オプション[] セクションで、[]編集。
2. 必要に応じて、オプションの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、オプションを有
効または無効にします。

Note
自動予約オプションを無効にした場合は、予約リクエストを処理する代理人を作成する必
要があります。次の手順では、代理人の作成方法を説明します。
3. [Save] (保存) を選択します。
代理人を追加して、自動予約オプションが構成されていないリソースの予約リクエストを制御できます。
リソース代理人は、すべての予約リクエストのコピーを自動的に受信し、リソースカレンダーへのフルア
クセスが許可されます。また、リソースのすべての予約リクエストを承諾する必要があります。
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リソース代理人を追加するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizationsで、代理人を作成する組織の名前を選択し
ます。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。リソースを選択し、代理人を追加するリソースの名前を
選択します。

4.

左予約オプション[] タブで、[]編集、[] をクリアします。すべてのリソースリクエストを自動的に受け
入れるチェックボックスをオンにしてから、保存。

5.

[代理人[] タブで、[] を選択します。代理人の追加。
-代理人の追加[] ダイアログボックスが表示されます。

6.

を開く代理人の検索一覧表示して代理人を選択し、保存。

リソースの無効化
リソースを無効にすると、予約できなくなります。たとえば、会議室のリフォーム中に会議室を無効に
し、使用可能になったらその会議室を有効にすることができます。

リソースを無効にするには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。リージョンに関する詳細情報
については、Amazon Web Services 全般のリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照してく
ださい。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizationsをクリックし、無効にするリソースが含ま
れている組織を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Resources] (リソース) を選択します。

4.

リソースのリストで、無効にするリソースの横にあるボタンを選択してから [] を選択します。Disable
(無効)。
-リソースの無効化[] ダイアログボックスが表示されます。

5.

[Disable] (無効化) を選択します。

リソースを有効にする
デフォルトでは、Amazon WorkMail 作成時にすべてのリソースを有効にします。自分または他の誰かがリ
ソースを無効にした場合は、いつでも有効にできます。

リソースを有効にするには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。リージョンに関する詳細情報
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については、Amazon Web Services 全般のリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照してく
ださい。
2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizationsをクリックし、有効にするリソースが含ま
れている組織を選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Resources] (リソース) を選択します。
リソースのリストで、有効にするリソースの横にあるボタンを選択してから [] を選択します。の有効
化。
-リソースを有効にする[] ダイアログボックスが表示されます。

5.

[Enable] (有効化) を選択します。

リソースの削除
不要なリソースはいつでも削除できます。

リソースを削除するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon
Web Services General Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and
endpoints」(リージョンとエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。

不要になったリソースは削除できます。ただし、最初にリソースを無効にする必要があります。リソース
を無効にする詳細については、前のセクションのステップを参照してください。

リソースを削除するには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、[Select a
Region] (リージョンの選択) リストを開き、リージョンを選択します。リージョンに関する詳細情報
については、Amazon Web Services 全般のリファレンスのリージョンとエンドポイントを参照してく
ださい。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。Organizationsをクリックし、目的の組織を選択します。
ナビゲーションペインで、[Resources] (リソース) を選択します。
リソースのリストで、削除する無効になっているリソースの横にあるボタンを選択し、[削除。

5.

-リソースの削除[] ダイアログボックスが表示されます。
左削除を確定するには、リソース名を入力します。ボックスに、削除するリソースの名前を入力し、[]
を選択します。リソースの削除。
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Amazon WorkMail での E メール
ジャーナリングの使用
ジャーナリングを設定して E メールの通信を記録するには、アーカイブ機能と eDiscovery 機能が統合さ
れたサードパーティーのツールを使用します。これにより、プライバシー保護、データストレージ、情報
保護に関する、E メールストレージのコンプライアンス規制を満たすことができます。

ジャーナリングの使用
アマゾン WorkMail では、指定の組織のユーザー宛に送信される E メールメッセージや、その組織のユー
ザーより送信される E メールメッセージをすべてジャーナリングすることができます。E メールメッセー
ジはすべて、システム管理者が指定したメールアドレス宛に journal record という形式でコピーが送
信されます。この形式は、Microsoft メールプログラムと互換性があります。E メールジャーナリングの使
用には追加料金はかかりません。
E メールジャーナリングでは、2 種類のメールアドレス (ジャーナリング用メールアドレスと報告用メー
ルアドレス) を使用します。ジャーナリング用メールアドレスは、専用のメールボックス、またはアカウ
ントに統合されているサードパーティーデバイスのメールアドレスです。ジャーナルレポートはこのメー
ルアドレス宛に送信されます。レポート用メールアドレスは、システム管理者のメールアドレスです。
ジャーナルレポートのエラー通知はこのメールアドレス宛に送信されます。
ジャーナルレコードは、ドメインに自動的に追加されているメールアドレスから送信されます。次のよう
になります。
amazonjournaling@yourorganization.awsapps.com

このメールアドレスに関連付けられているメールボックスは存在しないため、この名前またはメールアド
レスを使用して作成することはできません。

Note
次のドメインレコードを Amazon Simple Email Service (Amazon SES) コンソールから削除しな
いでください。E メールジャーナリングが機能しなくなります。
yourorganization.awsapps.com

受信メールメッセージまたは送信メールメッセージごとに 1 つのジャーナルレコードが生成されます。受
取人やユーザーグループの数は関係ありません。ジャーナルレコードを生成できない場合は、エラーを通
知する E メールが生成され、報告用メールアドレスに送信されます。

E メールジャーナリングを有効にするには
1.

Amazonを開きます。 WorkMail コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/workmail/。
必要に応じて AWS リージョンを変更します。コンソールウィンドウの上部にあるバーで、リージョ
ンの選択リストして、リージョンを選択します。詳細については、「Amazon Web Services General
Reference」(Amazon ウェブサービス全般のリファレンス) の「Regions and endpoints」(リージョン
とエンドポイント) をご参照ください。

2.

ナビゲーションペインで [Organizations] (組織) を選択し、組織の名前を選択します。
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3.

ナビゲーションペインで、組織設定で、ジャーナリング[] をクリックし、[] を選択します。編集。

4.
5.

移動先ジャーナリングステータススライダをオンの位置にします。
のジャーナリングの E メールアドレス[] ボックスに、E メールジャーナリングプロバイダーによって
生成された E メールアドレスを入力します。

Note
専用ジャーナルプロバイダーを使用することをお勧めします。
6.

左E メールアドレスの報告で、E メール管理者のメールアドレスを入力します。

7.

[Save]を選択します。変更はただちに適用されます。
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ドキュメント履歴
次の表に、『』の各リリースにおける重要な変更点を示します。アマゾン WorkMail 管理者ガイド。この
ドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。
update-history-change

update-history-description

Amazonでカスタム可用性プロ
バイダーを設定する WorkMail
(p. 146)

アマゾン WorkMail は、カスタム 2022 年 6 月 30 日
可用性プロバイダー (CAP) の使
用をサポートしています。詳細
については、次を参照してくださ
い。カスタム可用性プロバイダー
の構成のアマゾン WorkMail 管理
者ガイド。

組織を作成するためのコンソー
ルの変更 (p. 146)

アマゾン WorkMail 組織を作成す 2020 年 10 月 23 日
る際のコンソールエクスペリエン
スが更新されます。詳細について
は、次を参照してください。組織
の作成のアマゾン WorkMail 管理
者ガイド。

メールボックスコンテンツのエ
クスポート (p. 146)

を使用す
2020 年 9 月 22 日
るStartMailboxExportJobAmazon
をエクスポートする API アク
ション WorkMail Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに、メールボックスのコン
テンツ 詳細については、次を参
照してください。メールボックス
コンテンツのエクスポートのアマ
ゾン WorkMail 管理者ガイド。

メールボックス保持ポリ
シー (p. 146)

Amazon のメールボックス保持ポ 2020 年 5 月 28 日
リシーを設定する WorkMail 選択
した期間後に E メールメッセー
ジを自動的に削除する。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。メールボックス保持ポリシー
の設定のアマゾン WorkMail 管理
者ガイド。

同期および非同期Lambda の実
行アクション (p. 146)

同期構成または非同期構成
2020 年 5 月 11 日
を選択するLambda を実行す
るAmazon でのアクションに
ついて WorkMail メールフロー
ルール。詳細については、
次を参照してください。の設
定AWS Lambdaアマゾン用
WorkMailのアマゾン WorkMail 管
理者ガイド。

アクセスコントロールルールの
使用 (p. 146)

Amazon がで許可されるルール
2020 年 2 月 12 日
について WorkMail 組織のメール
ボックスへのアクセス方法を制御
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できます。詳細については、次を
参照してください。アクセスコン
トロールルールの使用のアマゾン
WorkMail 管理者ガイド。
組織へのタグ付け (p. 146)

Amazon にタグを付ける
2020 年 1 月 23 日
WorkMail 組織を区別するため
の組織AWS Billing and Cost
Managementコンソールで、組織
のリソースへのアクセスを制御で
きます。詳細については、次を参
照してください。組織へのタグ付
けのアマゾン WorkMail 管理者ガ
イド。

受信メールに DMARC ポリシー
を適用する (p. 146)

詳細については、次を参照し
2019 年 10 月 17 日
てください。受信メールへの
DMARC ポリシーの適用のアマゾ
ン WorkMail 管理者ガイド。

Lambda を使用したメッセージコ 使用項目 Amazon WorkMail
2019 年 9 月 12 日
ンテンツの取得 (p. 146)
を使用したメッセージフロー
APIAWS Lambdaを使用して、
メッセージのコンテンツを取得
します。詳細については、次を
参照してください。Lambda を使
用したメッセージコンテンツの取
得のアマゾン WorkMail 管理者ガ
イド。
Amazon Loging WorkMail E メー
ルイベント (p. 146)

Amazonでメールイベントのログ
記録を有効にする WorkMail 組織
の E メールメッセージを追跡す
る。詳細については、次を参照
してください。メッセージの追
跡のアマゾン WorkMail 管理者ガ
イド。

Route 53 DNS レコードの挿
入 (p. 146)

Route 53 パブリックホスト
2019 年 2 月 13 日
ゾーンで管理されているドメ
インを設定する場合、Amazon
WorkMailDNS レコードが自動的
に挿入されます。詳細について
は、次を参照してください。ドメ
インの追加のアマゾン WorkMail
管理者ガイド。

受信 E メールのルールアク
ションに関する Lambda の設
定 (p. 146)

アマゾン WorkMail では、受信 E 2019 年 1 月 24 日
メールのフロールールで使用する
Lambda 関数の設定がサポートさ
れています。詳細については、次
を参照してください。E メールフ
ローの管理のアマゾン WorkMail
管理者ガイド。
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Amazon の Lambda の設定
WorkMail (p. 146)

アマゾン WorkMail では、送信 E 2018 年 11 月 19 日
メールのフロールールで使用する
Lambda 関数の設定がサポートさ
れています。詳細については、次
を参照してください。Amazon の
Lambda の設定 WorkMailのアマ
ゾン WorkMail 管理者ガイド。

SMTP ルーティング (p. 146)

アマゾン WorkMail では、送信
E メールフロールールで使用す
る SMTP ゲートウェイの設定
がサポートされています。詳細
については、次を参照してくだ
さい。SMTP ゲートウェイの設
定のアマゾン WorkMail 管理者ガ
イド。

カスタムドメインのデバッグ
ツール (p. 146)

アマゾン WorkMail に、カスタム 2018 年 10 月 15 日
ドメインのデバッグツールが追加
されました。詳細については、次
を参照してください。ドメインの
追加のアマゾン WorkMail 管理者
ガイド。

Outlook 2019 のサポー
ト (p. 146)

アマゾン WorkMail で
は、Windows および macOS 用
の Outlook 2019 をサポートし
ています。詳細については、次
を参照してください。アマゾン
WorkMail のシステム要件のアマ
ゾン WorkMail 管理者ガイド。

さまざまな更新 (p. 146)

トピックレイアウトと組織へのさ 2018 年 7 月 12 日
まざまな更新。

メールボックスのアクセス許
可 (p. 146)

Amazon ではメールボックスの
2018 年 4 月 9 日
権限を使用できます WorkMail で
ユーザーやグループに対して他
のユーザーのメールボックスを操
作する権限を付与できます。詳細
については、次を参照してくださ
い。メールボックスのアクセス許
可の使用のアマゾン WorkMail 管
理者ガイド。

AWS CloudTrail のサポート対
象 (p. 146)

アマゾン WorkMail はととをと
を統合AWS CloudTrail。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。Amazon Loging WorkMail で
の API 呼び出しについてAWS
CloudTrailのアマゾン WorkMail
管理者ガイド。
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E メールフローに対応 (p. 146)

送信者の E メールアドレスまた
2017 年 7 月 5 日
はドメインに基づき、受信メール
を処理する E メールフロールー
ルを設定できます。詳細につい
ては、次を参照してください。E
メールフローの管理のアマゾン
WorkMail 管理者ガイド。

高速セットアップの更
新 (p. 146)

高速セットアップによっ
て、Amazon が作成されるよう
になりました WorkMail あなた
のためのディレクトリ。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。Amazon をセットアップす
る WorkMail 高速セットアップ
でのアマゾン WorkMail 管理者ガ
イド。

2017 年 5 月 10 日

E メールクライアントのサポート Amazon がで利用可能になりま
2017 年 1 月 9 日
範囲の拡大 (p. 146)
した WorkMail Microsoft Outlook
2016 for Mac および IMAP メー
ルクライアントで利用できます。
詳細については、次を参照してく
ださい。Amazon のシステム要件
WorkMailのアマゾン WorkMail 管
理者ガイド。
SMTP ジャーナリングに対
応 (p. 146)

ジャーナリングを設定して、E
2016 年 11 月 25 日
メール通信を記録することがで
きます。詳細については、次を
参照してください。Amazon での
E メールジャーナリングの使用
WorkMailのアマゾン WorkMail 管
理者ガイド。

外部の E メールアドレスへの
E メールのリダイレクトに対
応 (p. 146)

E メールのリダイレクトルール
を設定するには、Amazon SES
識別ポリシーをドメイン向けに
更新します。詳細については、
次を参照してください。ドメイ
ン ID ポリシーの編集のアマゾン
WorkMail 管理者ガイド。

2016 年 10 月 26 日

相互運用性をサポート (p. 146)

Amazon 間の相互運用性を
実現できます WorkMail と
Microsoft Exchange です。詳
細については、次を参照して
ください。Amazon 間の相互
運用性 WorkMail と Microsoft
Exchangeのアマゾン WorkMail
管理者ガイド。

2016 年 10 月 25 日

一般提供 (p. 146)

Amazon の一般公開リリース
WorkMail。

2016 年 1 月 4 日
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リソースの予約に対応 (p. 146)

会議室や機器などのリソースの
予約に対応しました。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。リソースの使用のアマゾン
WorkMail 管理者ガイド。

E メールの移行ツールに対
応 (p. 146)

E メールの移行ツールに対応。
2015 年 8 月 16 日
詳細については、次を参照し
てください。Amazon への移行
WorkMailのアマゾン WorkMail 管
理者ガイド。

Amazon のプレビューリリース
WorkMail (p. 146)

Amazon のプレビューリリース
WorkMail。
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